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草の根文化とは何か？　
その1
メディア・コミュニケーション研究院　准教授

堀田真紀子

What is the Grass-roots Culture?
Part 1

HORITA Makiko

The aim of this paper is to clarify my concept of the Grass-
roots Culture, cultural expressions which are deeply rooted in the 
situation of a time and place.  Artists of the Grass-roots Culture 
notice the sights, sounds and experiences of everyday life and use 
them as source materials.  They find value in what we overlook, in 
what is too ordinary and too close at hand for us to pay attention 
to.  The power of arts to cultivate new meanings and change the 
perception of surroundings is mobilized through the Grass-roots 
Culture for the enrichment of everyday life.  Under this concept, I 
try to see cultural trends such as Community-based art, Folklore, 
DIY Punks and so on from a common viewpoint and evaluate their 
significance in the current social context.  Particularly its potentiality 
to inspire confidence and shape the identity of socially and 
economically deprived people is taken into consideration.

abstract
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1｜はじめに
　札幌以外の北海道地域の過疎化の進行は近年凄まじい。経済の問題であ

るのは、もちろんであるが、それと勝るとも劣らず、地域のアイデンティ

ティ、あるいは、そこにいることの意味の空洞化に発するこの問題に対し

て、芸術や文化の研究者として何ができるかと真剣に問うた時、地域への

還元を最大化する文化形態として、「草の根文化」という概念構想が生ま

れた。草の根文化とは、その素材や発信形態が、地域のありのままの状況

と密接に結びつく文化、ゆえにその生産・発信がそのまま地域の状況をと

らえ直す新たなイメージの生産・共有を促す文化である。草の根文化が生

産・蓄積されるごとに、その地域は固有の意味あふれる場所になり、住人

は地域をアイデンティティの拠所にできるようになり、外の人々に対して

も、その地域について吸引力あるイメージが発信される。このように地域

の状況を変える潜在力を持つものの、まだ萌芽段階にあるこの草の根文化

の構造や潜勢力を明らかにすることで、実践者に理論的支柱を与え、広い

視野から見た自分の意義、役割を自覚した運動体となるのを助け、また、

その振興の一助となる研究方法や研究者の役割はいかなるものかを問いた

いと思う。

2｜学術的背景
　芸術学、社会学、哲学、地域文化研究にまたがる本論の学術的背景を茫

漠としたものに陥ることなく明らかにするには、そこへ至る問題意識がど

のように生じたかを説明するのが得策であろう。発端は、アートマネージ

メント論、芸術社会学の領域に立脚しながら、筆者堀田と職業芸術家であ

り本研究では研究連携者となる大井が北海道で地域固有の芸術を持続可

能、かつ経済的にも独立採算可能なかたちで生産・発信することの難しさ

について共著論文1で考えたことだった。

　そこで私たちは、芸術社会学者ベッカーのアートワールド論2を参照し

ながら、札幌の芸術生産・発信・受容をめぐる状況を、アメリカのサンフ

ランシスコの状況と比較した。サンフランシスコが比較対象として選ばれ

たのは、大井が自身20年以上芸術活動の本拠地としてきたことのほかに、
現代芸術の覇権を担い、ワールドマーケットと直結するニューヨークなど

と違って、地元の芸術家を大切にし、地域内での芸術の生産、受容のサイ

クルが確立しているためであり、努力次第では、札幌のような日本の一地

≥1 大井敏恭、堀田真紀子：地域固

有の芸術を、持続可能に発信し

続けるために必要なもの」『北

方圏学術情報センター年報』
Vol. 2、北翔大学、2010年。

≥2 Howard S. Becker: Art Worlds, 
University of California Press, 1984.
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方都市でも可能な状況に近いと考えられるからである。

　その結果、札幌の状況の問題点として浮き彫りになったのは、以下のと

おりである。1．地元の芸術家が生産する作品をリアルタイムにとりあげ、
論ずる批評家や研究者、および、作品と広範な受容者との間の相互作用を

促すために適切な企画を行う仲介者
0 0 0

（ギャラリストやキューレーター）が

不足していること。したがって、2．本来ならば批評家やギャラリー経営
者がやるべき役割まで芸術家が一身に引き受ける自作自演状態が生じ、そ

れが芸術家の社会的、経済的孤立、および作品制作だけに集中できない慢

性的な疲弊状態をまねいていることである。また、同時に、自分の作品を

論じてくれる批評家、ほとんど研究者が皆無なために、3．地元の芸術家が、
自分の制作を相対化して、芸術史や社会といった、広範なコンテキストの

なかで自分の制作の意味を位置づけることができないでおり、それが芸術

家としてのアイデンティティの確立や作品のレベルアップのいちじるしい

障害になっていることである。

　しかし、文化的土壌の違いを考える時、サンフランシスコの方法をその

ままここに適用することには無理がある。そもそも日本には、外界から鋭

く区別される枠を芸術に設けず、ふだんの暮らしに深く溶け込みながら、

暮らし全体を芸術的なレベルに高めようとする伝統がある。たとえば、茶

の湯に見られるように、出会いを趣向を凝らして演出しながら、居合わせ

る人々や自然との交流を深めるための総合芸術的な場所づくりの一環とし

て、芸術を生産、受容する。また浮世絵に見られるように、庶民の生活に

根ざしたサブカルチャーから質の高いものが生まれた例もある。人々や自

然との関係性に埋め込まれながら、この関係性を高めるために機能するこ

の芸術のあり方は、作者や所有者の個性を主張する媒体としての芸術のあ

り方とは方向性をまったく異にする。そのことを考える時、1の問題につ
いて、日本の仲介者は、アメリカのように、受容者の趣味や個性の主張の

道具として芸術の消費をあおったり、あるいは知られざる価値を発掘する

目利きとしての功績欲や投機欲を刺激しながらマーケットで作品とコレク

ターとしての受容者を出合わせるアメリカ流の形はとらないだろう。むし

ろ作品を日常生活の諸状況へとより密接に溶け込ませる仲介役を引き受け

る、というのが文化的土壌からして自然なのではないか。また芸術家の作

品を、日本の芸術生産・受容の伝統とはまったく異質の西洋芸術史の文脈

の中でその意義を論ずる従来の批評家・研究者よりも、今、現に芸術家お

よび受容者が生きている素のままの日常生活、地域、社会状況のなかでそ

の意義を論じる役回りを担う人が必要なのではないかという結論に達し

た。

　その点、美術館やギャラリー以外の市民の日常空間に作品を埋め込む、

近年盛んになされるようになった地域ぐるみの現代芸術祭は、評価される

ものである。が、実際、その事例研究を通して明らかになったのは、芸術

祭という文脈が、どうしても、「この期間からが芸術です」「ここからが芸

術です」という枠づけの力として働くために、受容者の方でも、それを「芸

術」という特殊な文脈内での出来事─自分の日常とは関係のない出来事
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─として受け止めがちなこと。この枠が、芸術のもつ変革力が地域の日

常へと恒常的に、直に流れ込んでいくことを制限しているように思われ

た。

　と同時に、これは芸術家サイドによる問題として、芸術祭に出展されて

いる作品が─もちろん多くの例外もあるが─形態面のみ、あるいは表

面的な地域理解に基づくサイト・スペシフィシティにもとづいて生産・展

示されているにすぎず、地域に十分に根ざしていないことがわかった。街

かどに作品が置かれたといっても、ようするに、街かどに美術館の出張所

ができただけのこと、といった類の企画が多い。作品と場所が対話し、他

ならぬこの場所にあることで、作品のアイデンティティが影響を受け、規

定されることはない。もちろん形態面で場所とサイトスペシフィックに相

互作用する作品は比較的多い。しかし場所の意味を、その歴史的社会的背

景にまで掘り下げながら作品と対話させようとするものは、まれである。

たとえば都心部空洞化に伴う空っぽのショーウィンドウや過疎化に伴う廃

校を舞台に昭和レトロ趣味、ノスタルジーを誘うような作品展示を行うも

のはあっても、なぜそこがこのような廃墟になってしまったのか、その経

済的な現実や当事者のくぐった苦難にまで根ざした作品制作にまでいたる

ものは少ない。

　地域を作品を引き立たせる単なる背景とみなしたり、単に作家の意図を

一方的に押し付ける作品がいくらそこにつくられても、地域の意味は混乱

しこそすれ、その固有性、意味のまとまりを強めることはない。

　その点、芸術祭のように衆目を集めることはなくても、地域に住み、そ

の土地や人々と多面的で密接な相互関係を築きながら恒常的に続けられる

草の根的な芸術制作の方が、地域振興への還元という意味では、そのよう

な制度としての芸術の枠内からの一時的、かつ場所を転移しただけのアウ

トリーチ活動よりも、希望がもてる。このようなことを語るのも、そもそ

も私は、北海道で地域固有の芸術を持続可能、かつ経済的にも独立採算可

能なかたちで生産・発信することとならんで、本論文の冒頭で述べたよう

な、過疎化という地域の問題を、文化による場所の意味の充実により改善

できないかという問題意識も並行して抱いてきたからである。

　が、ここにいたって、両問題をつなげて、共に引き受けるような文化の

あり方がイメージとして浮かび上がってきた。つまり、文化発信・生産・

受容の過程がそのまま、地域の文化的意味を豊かにし、地域アイデンティ

ティを深める様な文化形態があり得る。と同時に、このような地域還元に

より、地域の人々がこの文化を、自分たちになくてはならぬものと感じ、

持続可能、つまり末永く続けられるよう支えてくれる状況が生まれるので

はないか。そうなると今度は、どういう条件のもとで、どのような文化発

信を行うと、文化による地域振興への還元が最大化され、住民による文化

に対する支持も期待できるようになるかを、理論的に追求したいという思

いが生まれた。
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3｜本論の課題
　本論の課題は、発信・生産・受容の過程がそのまま、地域の文化的意味

を豊かにし、地域アイデンティティを深める様な文化形態であるとともに、

目下、世界中で進行中の類似文化現象を一つのパースペクティブのもとに

見ることを可能にするこの「草の根文化」は何かを明らかにすることであ

る。

　「草の根文化」と名付けたこの文化概念の理論的考察を進め始めると、

今度はこの概念が、今、地域主義、多文化主義、環境主義の名のもとに世

界中で盛んにおこなわれるようになったさまざまな文化現象（担い手も地

域住民といった地域密着型の文化、コミュニティの状況に根ざしつつ、そ

の変革を目指すコミュニティ・アート、先住民や民俗学的発想を現代流に

生かすことで、持続可能な社会、文化、ライフスタイルを模索する活動、

あるいは、コマーシャリズムに支配される以前の独立系、DIY系サブカル

チャー、障害者、高齢者、社会的周縁者の積極的な自己主張をともなう文

化など）を一つのパースペクティブ、まとまりのもとに見る可能性がある

ことにも気付いた。草の根文化の概念を形成することで、これらを自己意

識をもった一つの運動体としてまとめあげることができるかもしれないと

いう野心もわいてきた。

　事例を一つ一つ押さえながら、草の根文化の全貌を見据えるのは、遠大

な作業になるだろう。この論文で行いたいのはその前段階にある。草の根

文化という視点がいかなるものか、その大まかなアウトラインを、類似既

成概念との比較の中で、それらとどう関係していて、どう違うか、どのよ

うに棲み分け、役割分担できるかなどを明らかにしながら、論理的に描き

出す作業である。

　方法として、まずは1、生活の中での芸術を称揚するこれまでの諸思想
との関連や違いを検討しながら、「草の根文化」という概念がそこから何

を得、どのような課題を引き継いでいるか考える。その後、「草の根文化」

の概念を、地域の〈状況〉との関連および〈共通世界〉の回復という見地

から大まかに定義したあと、2、草の根的なものとは対極に位置するため、
対比的に草の根的なものを明らかにするのに役立つ、とくに現行主流文化

のうちに認められるさまざまな視点との対比を行う。博物館主義、規格化、

スペクタクル等の概念が参照されることになる。
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≥3 シャルル・フーリエ「産業的協

同社会的新世界」、『オウエン、

サン・シモン、フーリエ』中公

バックス世界の名著42巻、1996

年。

4｜ 生活のなかでの芸術を称揚する先行思想のなかでの位置付け

　日常生活のただなかで芸術を実現しようとする考え方は、思想史的にみ

ると、産業化の進行とともに現れる。シャルル・フーリエ、ウィリアム・

モリスらユートピア的社会主義者たちだが、彼らに共通の認識として、今

のような産業化が進むまでは、労働は人格をこめた誇り高い職人気質の発

揮の場、あるいは歌や踊り、コミュニティの一体感といった芸術的な要素

に満ちていたこと、しかし産業化以降、労働は灰色の疎外されたもの、お

金や生活の必要のためになされるにすぎぬものとなり、かつては労働と不

可分だったこれらの芸術的な要素は、労働から退き余暇の時間に撤退し、

気晴らしとして矮小化されてしまったというものがある。産業化の進行と

パラレルに進んだこうした生の分裂を問題視することから、ふたたび芸術

と生活を一致させようとする希求が生まれた。

　フーリエはすでに1829年に次のように言っている。

たとえ文明人たちが相当の最低限の豊かさ、つまり食料ときちんとし

た身なりの保障を享受したとしても、文明産業が非常におぞましいも

のである以上、彼らは無為におぼれるだけだと私は指摘してきた。協

働社会制度（フーリエが唱える理想社会）においては、労働は、今日

の祝宴や芝居と同じくらいに魅力的なものでなければならないだろ

う。こうすれば、前貸しされた最低額の償還（彼がこの理想社会をつ

くるために集める資本）は、産業の魅力、すなわち、非常に快くまた

利益の上がる労働に対する人々の情念によって保障されるであろう。

（カッコ内堀田）3

　産業社会が強いる労働が非人間的で疎外されたものである限り、どんな

に生活が豊かになっても、人々は無為におぼれるだけだという彼の指摘は

強引で悲観的すぎるかもしれない。しかし彼のいうこの「無為」という言

葉を広げて、かつては労働という公的な領域で発揮されていた、人格をこ

めた誇り高い職人気質や、あるいは歌や踊り、コミュニティの一体感とい

った芸術的な要素が、私的な領域のなかに閉ざされ、個人の生活の充実に

しか貢献しない、受動的で消費的な楽しみ、娯楽や趣味の範疇へと矮小化

されていったさまを言っていると敷衍して考えるとどうだろう。ユートピ

ア社会主義者たちが産業時代の黎明期に目撃し、また問題視したのは、ま

さにこのような芸術的要素の公的領域から私的領域への撤退であり、芸術

の持つ公的領域の形成力の消失だった。だからこそ、余暇ではない、趣味

の世界ではない、労働のなかでの芸術の取り戻しがもくろまれたのである。

そこから、この状態から脱却する唯一の道は灰色の労働と余暇の二分法を

やめて、再び両者の融合状態をつくりだし、労働そのものを祝祭や芝居の
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ように魅力的なものにするしかないという発想も当然の帰結として生まれ

てくる。

　しかしフーリエが提唱する「芝居、祝宴」としての労働は、前述引用箇

所にも見られるように、人々の情念、やる気をコントロールして、協同社

会の一致団結と生産効率向上に役立てようという、多分に操作的な色彩を

持つもので、「草の根文化」というより、全体主義体制が利用するプロパ

ギャンダや資本主義下のスペクタクルと親和性が高い難点がある。

　19世紀中葉をすぎると、フーリエの影響下、「芸術は労働のよろこびで
ある」と言い民衆の芸術をとなえたウィリアム・モリスがあらわれる。彼

の「労働のよろこび」の称揚には、フーリエのような生産力向上のための

操作的な志向はない。が、バン・ジョーンズやロセッティの友人でもあり、

ラファエル前派の人々とともに歩んだ彼の歴史観は中世に理想をおき、そ

の理想から翻って自分と同時代の産業世界を批判するという懐古主義志向

を持つものだった。それは彼の置かれた状況を相対化してみたり、必要な

批判をするには有効だったものの、ではどうすればいいのか、その対案づ

くりをしようとするときに、弱さをあらわにするように見える。というの

も、その対案づくりをするときの参照項目が、中世という、彼らの状況を

跳び越えた、それこそ非草の根的な宙に浮いた世界にあるかぎり、彼らの

状況そのものには表面的な関連しか持てず、状況を根本から変える勢力に

はなり得ないからである。モリスは芸術工芸運動をすすめ、労働がふたた

び喜びとなるよう、手仕事や創意工夫の生きる物づくりの環境を復興しよ

うとした。が、そうして蘇った労働の喜びの代償として、今度は、時間と

コストがかかり過ぎ、生産は需要に到底追いつかない。そこが希少性を糧

に価格を吊り上げ利潤を生む資本主義原理に呑みこまれ、結局のところ、

大変高価な品を扱う商会が一つ増えただけという結果になってしまう。つ

まり、元来敵であったはずの産業社会の推進力となった資本主義を批判す

るどころか、そこにしっかり組みこまれ、新たな魅力的なコンテンツとし

て養分をたっぷり供給するという、ミイラ取りがミイラになる役まわりを

担ってしまったのである。理念としては重要な運動だったが、直接社会構

造を変えるほどの波及力を持つことはなかったのはそのためだ。

　では、草の根文化ならばどうするか？　中世的な手作り環境を復興させ

ようとしても、そのような環境が失われた世界に、一からそれを築きなお

すのは、大変だ。また、仮に作れたとしても、周囲から隔絶された島のよ

うなそのような環境を維持すること自体にも、大変なコストがかかる。草

の根文化は、ある意味この反対をいくもので、ゼロから理想世界を築く代

わりに、現にそこにあるもの
0 0 0 0 0 0 0 0 0

から始めようとする。たとえば、人口増や都

市化、大衆社会や資本主義の進展といったどうしようもない現実がある。

となれば、そうした現実をしっかり見据えることからはじめるしかない。

美しい理想世界にいきなり逃避することなく、そのように地に足をつけて、

灰色の現実を直視することからはじめるのは、一見「喜び」とは程遠いか

もしれない。ただ、とにかくありのままの状況を見据えることからはじめ

る代替案を立てないと、せっかく手に入れたかに思えた喜びも、はかない



012｜国際広報メディア・観光学ジャーナル No.13

草の根文化とは何か？　その1

堀
田
真
紀
子

H
O

RITA
 M

akiko

偽物だということになりかねない。

　モリスは産業社会の問題を指摘した段階では、その時代、社会の状況に

根差していた。しかし、対案をつくる時点でそこから遊離してしまった。

これに対して草の根文化は、問題を指摘する段階のみならず、対案をつく

るときにも、その場にある状況に根ざそうとするものだ。

＊

　日常生活の身振りや街並み、労働の合いの手や作業歌といった、生活と

芸術の境界に芽生える美的表現を「限界芸術」として論じる鶴見俊輔はど

うだろう？　彼の功績は、モリス的な生活と芸術の融合の理想と、上述の

産業批判的な歴史観を、柳田国男や柳宗悦の仕事をひもときながら、日本

の現状や事例に根ざしながらきめ細やかに説きなおしたことである。先ほ

どフーリエを引いた箇所で確認したような、産業と余暇の二分法に対する

鋭い批判的なつっこみも見られる。作業歌は歌声運動で置き換えることは

できないと説いた節を引いてみよう。

　（……）民謡の正統は、作業歌の形をとる。というのは、近代には

いるまでの労働は、大部分が歌を伴うことでたのしくすることのでき

る性質のものであったことをもつたえる。明治以後の工場式の生産様

式は、労働の性質をひとおもいにかえてしまい、労働から歌をうばい、

たのしみをうばった。「そうして今日の労働には、歌を伴うことがも

う不可能になっているのである。歌そのものを労働として居る人は有

るけれども。」4この状況にたいする抗議が、やがて、労働者による歌

ごえ運動を工場において生むようになる。だがこのときには、歌をう

たうという行為が労働にさいしてなされるものでなく、休み時間を利

用してなされるものとして、すでに労働とはいちおうきりはなされて

おり、うたわれる歌もまた純粋芸術として分化し、かきあげられた歌

曲である5。

　作業歌に満ちた前近代の日本の労働の様子は、モリスがヨーロッパ中世

に見た労働と芸術の未分化状態に対応するものといえる。しかし日本でも

明治以降、産業化とともに労働が歌を伴えないものとなると同時に、歌う

人は歌うことのみに専念し、主に特権・有閑階級に仕える職業音楽家とし

て、庶民の日常生活、とくに労働の場から分かれてしまった。その他ほと

んどの人の芸術との接点は、余暇の時間に受け身のオーディエンスや消費

者として参加するか、そうでなければ趣味たしなみとして私的領域のなか

で楽しむかということになってしまう。「歌ごえ運動」は、それでも、工

場という労働の場、公的な領域に芸術の場をもうけようとする点、評価で

きる。しかし問題なのは、内容と状況の関連性である。余暇の時間に、労

働の気晴らしに、たとえば学校唱歌や西洋歌曲を歌っても、労働そのもの、

生活そのものに歌が根を張る状況は取り戻せない。

≥4 柳田国男「鼻歌考」からの引用。

≥5 鶴見俊輔『鶴見俊輔集　6　限
界芸術論』、筑摩書房、1991年、
13ページ。
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　では、草の根文化ならどうするか？　この場合ならば、工場労働そのも

のを見直し、とらえ直す表現をそこではじめるだろう。つまり、工場労働

のあり方やストラクチャそのものに食い込み、これを題材にしたり、その

場であえて歌うような芸術のあり方を模索することになるだろう。それは

決して歌ごえ運動で歌われる西洋歌曲のように耳に心地よいものではあり

得ない。しかし、そこに現に進行中の労働の現実から目をそむけず、そこ

に根ざしたリアリティを持つだろう。たとえば産業的な環境と深く結び付

くヘビメタや、労働者の社会批判的攻撃性をぶつけるパンクは、少なくと

も商業ベースに乗り、商業主義の均質化を被る以前は、この意味で草の根

的であった。なぜ苦しい現実や五感に不快なものもひっくるめてまで、状

況に根ざす必要があるか？　芸術のもたらす意味の変容力が、状況に流れ

込むチャンネルを保持するためである。これにより、現実そのものを芸術

の力で変容させる可能性が開かれる。機械化された労働の気晴らしに西洋

歌曲を歌っても、気晴らし、生きがいを得られることはあっても、労働そ

のものの質に変化は見られない。その反対に、草の根文化はたとえば不快

ならば不快なりに、機械化された労働そのものをありのまま肯定し、受け

とめるとともに、そこに内在する意味をディーティールにいたるまでくま

なく探索する。するとそこに、新たな情趣や美が発見されるかもしれない。

あるいはそうした新たな美意識の生まれる兆しや予感が得られるだけでも

いい。そうすれば、労働そのものの意味が全く変わってしまうかもしれな

い。たとえば機械化された労働にともなう騒音が新たな音楽に聞こえてく

るような知覚の変化さえ起こるかもしれない。またその知覚の変化を際立

たせ、完成させるために、逆に職場環境を変化させていくかもしれない。

　そこまで転覆的な変化に至らなくても、状況に根ざした文化創造を続け

ることで、少なくともそこに、少しずつ新たな意味、新たな気付きを積み

上げていくことができる。それにより、この状況を共有するコミュニティ

全体が恩恵をこうむり、エンパワーされることになる。というのも、草の

根文化の根ざす状況は、たとえば職場といった、当事者全員によって共有

された公的な領域だからである。

　しかし鶴見俊輔はそこまで論じていない。

＊

　以上、草の根文化は批判対象のみならず、代替ヴィジョンも現在進行中

のリアルな状況に深く根ざし、この状況そのものの変容をもくろむ点で、

ユートピア社会主義者たちの描いた芸術と生活の融合とは異なっているこ

とがわかった。

　しかしここで、歴史状況の違いも顧慮しておく必要があるだろう。ユー

トピア社会主義者たちが、産業社会の黎明期に思想を展開したのに対して、

今私たちは知識社会の入り口に立っているというコンテキストの違いであ

る。工場で非人間的な単純作業を強いられた彼らの置かれた状況では、芸

術的要素の労働の場からの撤退が問題化され、それを再び取り戻そうとす
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れば、歴史の流れを逆行するような、周囲から隔絶した世界をつくること

も必要とされたかもしれない。しかし現在はどうか？　現在の私たちは、

ユートピア社会主義者たちが議論の前提にした産業社会を後にし、ポスト

産業社会、知識社会の入り口に立っている。産業社会と知識社会の違いは

何か？　仕事の上での創意工夫、クリエィティビティ、価値観やヴィジョ

ンなど、働き手の人格に根差し、働き手の喜びにできるような芸術的要素

は、産業社会においては、一部の中枢的な職種の人々以外、労働の場では

禁じられたものだったが、知識社会では、それらは、労働の場から撤退す

るどころか、逆に労働に統合しなければ労働そのものがなりたたない必須

要素になりつつあることだ。というのも、大量生産できる商品や、機械的

に繰り返され得るサービスといった産業社会の遺産は、オートメーション

とグローバルな価格競争の進展で、価値を失い、安く買いたたかれる一方

だからである。しかし他方では、それ自体どんなにクリエイティブであっ

ても、状況から切り離されて流通し、マーケットで交換できるようなオブ

ジェ、商品としての芸術表現も、複製技術の発達と、ネット化、電子ブッ

ク化の勢いの中で、著作権保護などの必死の努力にも関わらず、価値喪失

を余儀なくされている。未来のことは予測できないが、少なくとも論理的

に考えて、これから先、価値を確実に失わないと思われるのは、まず、1．
決して繰り返すことのない、その時々の状況に根ざした

0 0 0 0 0 0 0

営み。というのも、

複製され得るもの、あるいは複製されても意味があるのは、状況から離れ

ても存在できるものであり、また商品として流通することで価格競争など

の対象になるのも、状況から切り離され対象化され得るものだけだからだ。

と同時に、2．予測のきかないもの。つまり、変転する状況のなかで、そ
の都度人間が生み出すクリエィティブで自発的な応答や、この状況の変化

を自分の個人史や、地域や地球全体のコレクティブなストーリーのなかに

統合し、組みこんでいく、コンテキストと相互作用しながら常に生成途上

にある表現ということになる。草の根文化はそのような時代の要請とも合

っている。

5｜ 状況からはじめることvs.足し算発想
の町おこし

　しかし状況が荒廃し、価値や意味から見放されるほど、そこから遊離し

たところに慰めを見出そうとする性向は根深い。たとえばここには何もな

い、畑と野菜しかないから、エンターティメントパークをつくろうといっ

た類の町おこしがそうだ。町おこしを経済振興はともかく場所の意味の充

実という観点から捉えるならば、すでにそこにある状況
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、たとえば野菜か

らはじめた方がいい。見慣れたものの知覚の仕方を変え、新鮮な、奥深い

姿を引き出すのは、芸術の得意とするところである。
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　たとえばこのような写真を見ることで、カボチャやズッキーニのユーモ

ラスな多弁さに目覚め、野菜の知覚の仕方を変えることが、町の人々の間

で共有されはじめるとどうなるだろう？　まさにそれが、地域のどこにで

もあるもので、地域の暮らしの隅々にまで深く関連しているために、野菜

の意味の変容は、地域全体の意味の変容、イメージの一新へと、さざ波の

ように広がっていく可能性がある。たとえば農家は敷地の入り口に野菜を

ごろごろ並べてディスプレイしてオブジェとしての面白さを強調し、レス

トランや八百屋も同様の趣向を凝らしてみると、農村風景がにわかに垢ぬ

けてくるかもしれない。すでにそこにあるものは、すでにそこにある他の

あらゆるものと関連し合っているために、意味の変容をあたり一面に伝え

ていく。しかし町の暮らしと何の関連もない、エンターティメントパーク

をつくっても、そこで生まれた意味の変容が、町の日常やなにげない光景

の意味を変える波及力をもつことはない。

大井敏恭氏撮影

　

　すでにそこにある状況に根ざすことからはじめながら、芸術特有の意味

の変容力で、状況全体の意味を変えていく草の根文化のパワーは、「地元学」

の蓄積などの貴重な試みははじまったものの、まだまだ未開拓にとどまっ

ている。というのも、それは、現状不満とさらなる欲望をばねに、既にあ

る状況から無関係な目新しいものを取り寄せることで栄える、資本主義と

は正反対の原理にしたがうからだ。つまりそんな資本主義社会にどっぷり

つかった私たちが最も苦手とする、すでにあるもの
0 0 0 0 0 0 0

から始める自足的な態

度、せんじつめて言えば、ひらきなおり、自己肯定力を必要とするからだ。

このままではいけない、あれやこれやを手に入れさえすればうまくいくの

に……という欠乏感から生きるのをやめて、既にどれだけ自分たちは豊か

かという充足感からはじめるという、生き方の根本転換を迫るからだ。
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　しかしだんだん、頻度をまして現われているように思う。その好例の一

つに北海道勇払郡むかわ町の「田んぼdeミュージカル委員会」の映画制作

事業がある。高齢者ばかりになった過疎の町のありのままの状況に正直に

根ざし、登場人物ほとんどは、町に住む高齢者の老人ばかり。しかしその

過激な筋立てや熱気のこもった演技も含め映画全体が、高齢者について私

たちが普段持っている固定観念を変え、彼らの思わぬ姿を引き出すのに成

功している。この知覚の変化はまた、高齢者当人たちが暮らす町ぜんたい

に、影響の輪を広げていくだろう。たとえば彼らの家族もエンパワーされ

た彼らから影響を受けてたとえば励まされたり、あるいは彼らとの関係の

あり方を変える可能性がある。

　素人劇や素人映画は、当然、プロによるものと比べると、作品そのもの

の出来は劣るかもしれない。しかしその制作を介してエンパワーされる

人々が、地域社会を構成する地域住人で、彼らの変化が地域の変化に直結

することを考えると、草の根文化として重要な作品と評価することができ

る。というのも草の根文化の重要度は、作品がどれだけ状況に根ざし、作

品を通してどれだけ状況が変化したかで測られるからである。

 （2011年4月26日受理、2011年7月29日最終原稿受理）


