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要旨  

 

 日本では近年里山の人口減少・高齢化といった過疎化が進むに伴い、里山の景

観劣化が問題となっている。里山保全の為、全国的にグリーンツーリズム等多く

の取り組みが行われてきている中、新潟県越後妻有では、「大地の芸術祭」という

現代アートの芸術祭で地域活性化を試みるという取り組みを行っている。芸術祭

は「人間と自然の関わり方を示すモデル地域となることを目指す」という目標を

掲げ、里山の自然景観や文化・伝統を活かした作品を展示している。今回卒業論

文では自然をベースとした芸術祭には、里山保全の効果があるのではないかと考

え、大地の芸術祭が里山保全の手段としてどのような効果があるのか、環境省と

国連大学高等研究所によって提唱された「里山イニシアティブ」をもとに評価し

た。また芸術祭の参加集落である蓬平集落へヒアリングを行い、芸術祭が地元の

人々にどのような影響を与えているのか検証した。  
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大切なのは、自分のしたいことを自分で知ってるってことだよ。  

トーベ・ヤンソン  
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序章 

近年芸術を通して都市が再生される「クリエイティブ・シティ」が世界で脚光

を浴びている。クリエイティブ・シティとは芸術や文化によって街づくりを行う、

新しい都市創造の概念のことであり、イギリスのチャールズ・ランドリーによっ

て提唱された。実際にスペインのビオルバでは重工業の衰退によって過疎した地

域に、都市の再生をかけ「グッゲン・ハイム美術館」を建てると共にインフラ整

備や再開発に取り組み、それまで観光資源を持たなかったビオルバに観光客が急

増したといった例が挙げられている。他にも、第二次世界大戦後に主力の造船業

や繊維産業の衰退により失業者に溢れたスコットランドのグラスゴーにおいて、

美術館や文化施設の建設等を積極的に行った結果、1990 年には欧州文化首都に選

ばれロンドンに次ぐ現代美術の中心地として名高くなったといった例も挙げられ

ている。  

このようにヨーロッパの多くの都市において芸術が街づくりの 1 つの手段とし

て考えられ成功を収めている中、日本においても人口の減少・高齢化といった地

域の過疎に加え里山の景観劣化等多くの問題を抱える新潟県越後妻有において地

域作りの一環として「大地の芸術祭」という芸術祭が行われている。  

大地の芸術祭では都市から遠く離れた農村部で行われ、里山の自然の魅力を最

大限に活用した世界的に見てもめずらしい芸術祭である。本論文では、「大地の芸

術祭」の活動が地域活性化だけではなく里山保全に効果的なのか、環境省と国連

高等研究所によって提唱された「里山イニシアティブ」という取り組みを評価軸

に検証していく。  
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第 1 章 新潟県越後妻有とは  

本論文で主に論じるのは「大地の芸術祭」だが、大地の芸術祭について紹介す

る前に開催地となっている越後妻有について説明する。越後妻有を紹介するにあ

たりまず述べておきたいことは、新潟県に「越後妻有」という地名は存在しない

ということだ。越後妻有とは新潟県の十日町市と津南町の一市一町を総括した名

称であり、大地の芸術祭を開催するにあたり、かつてこの地域が「妻有郷」と呼

ばれたことから付けられたとされている。以降十日町市公式ホームページ 1、津南

町公式ホームページ 2を参考に詳細を述べる。  

 

1.1 慨要  

越後妻有は新潟県南部に位置し、面積は約 760km2(内十日町市 589.92km2、津

南町 170.28km²)と、東京 23 区よりも約 1.2 倍広い面積となっている。この地域

は豪雪地帯としても有名で、1 年の 1/3 以上が降積雪期間となり、年間降雪量の

平均が 10m を越え、冬には 2～3ｍの積雪がある。  

              

【図 1】  越後妻有地図  

出典：大地の芸術祭公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/  

 

 

 

                                                   
1 十日町市公式 HP  http://www.city.tokamachi.niigata.jp/  
2 津南町公式 HP 

http://www.town.tsunan.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=180CC050127E8

B66CAE0D069C7430445?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000000  
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1.2 産業  

第 1 次産業  

越後妻有の農業の主体は稲作で魚沼コシヒカリの産地としても有名だ。越後妻有

の稲作は長年人々の手が加わって築かれてきた棚田で耕作されている。しかし、

泥土傾斜面に作られた棚田での稲作は機械を持ち込むのが困難なため効率化が進

まず、生産性が低いことが現在問題となっている。またそれに加えて若年層の都

市への人口流出による担い手不足が問題となっていることから、年々第 1 次産業

は衰退傾向にある。  

 

第 2 次産業  

越後妻有、特に十日町市の第二次産業の主体は繊維産業で、「織物の街」として

織物や着物で有名になり一時期は京都に並ぶ繊維産地となった。農家でも冬の間

の副次的な収入源として繊維産業に携わる人が多かった。しかし、繊維産業の衰

退により 1975 年頃からは減少に転じており、現在では全盛期の 1/10 までに落ち

込んでいる。  

 

第 3 次産業  

サービス業・小売業・飲食店が中心となっている。越後妻有地域は特に温泉が

有名で十日町市内にある松代山温泉郷は有馬温泉・草津温泉と共に日本三大薬湯

と言われている。  

 

下記のグラフは十日町市・津南町それぞれの産業人口の推移を表したものだ。

十日町市・津南町両者において第 1 次・第 2 次産業は就業者数が年々減少してお

り、第 3 次産業従事者が増加傾向にあることがわかる。特に第 1 次産業は減少傾

向が最も著しく表れている分野である点からも、農業においての後継者不足の深

刻化が伺える。  
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【図 2】十日町市の産業人口の推移  

出典：十日町市公式 HP http://www.city.tokamachi.lg.jp/page/000001637.pdf  より作成  

 

 

【図 3】津南町産業人口の推移  

出典：津南町公式 HP 

http://www.town.tsunan.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NE

XT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=2082 より作成  

 

1.3 人口  

現在の越後妻有の総人口は 2010 年度で 69,792 人となっている。表 1 をみても

明らかなように、越後妻有の人口は減少の道をたどる一方で特に松之山町や松代

町での減少が著しい。  

この人口減少は市町村の合併にも影響を及ぼしている。新潟県にはかつて 122

9,368 

6,849 

5,307 

4,741 

4,642 

16,357 

16,967 

15,927 

13,587 

11,587 

14,373 

14,951 

16,315 

16,785 

16,929 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

昭和60年 

平成2年 

平成7年 

平成12年 

平成17年 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 

2,574 

2,110 

1,851 

1,728 

1,546 

2,111 

1,990 

1,943 

1,509 

1,309 

2,755 

2,934 

2,887 

3,003 

2,787 

4 

3 

1 

2 

9 

平成2年 

平成7年 

平成12年 

平成17年 

平成22年 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 



8 

 

の市町村があったが、平成の大合併により現在では 30 にまで減少している。越

後妻有も、大地の芸術祭初期開催時の 2000 年には、十日町市、川西町、中里村、

松代町、松之山町、津南町の 6 つの市町村で構成されていたが、2005 年の合併に

より十日町市、川西町、中里村、松代町、松之山町が合併し十日町市となったた

め、現在では十日町市と津南町の一市一町で構成されている。  

 

  1965 年  1975 年  1985 年  1995 年    2005 年  2010 年  

十日町  49,576  50,211  48,005  44,728  

十  

日  

町  

62,058  58,911  

川西町  12,197  10,205  9,423  8,524  

中里村  8,341  7,127  6,821  6,602  

松代町  11,332  8,273  6,026  4,690  

松之山町  9,109  5,930  4,345  3,418  

津南町  17,804  14,328  13,464  12,865  11,719  10,881  

越後妻有

総人口  
108,359  96,074  88,084  80,827  73,777  69,792  

【表 1】越後妻有 人口の推移  

出典：総務省「国税調査報告」、各市町村要覧、各市町村史より作成  

 

更に越後妻有では高齢化が深刻な問題となっている。高齢化の原因として人口減

少・地場産業の衰退による若者の都市部への流出が考えられる。十日町市内でも

高齢化の進行具合は違い、特に松之山町や松代町といった、人口減少が著しかっ

たエリアでの高齢化が進んでいると考えられる。  
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  1955 1990 2000 2010 

  
65 歳以

上の人口  

総人口

の% 

65 歳以上

の人口  

総人口

中の% 

65 歳以上

の人口  

総人

口の% 

  

65 歳以

上の人口  

総人口

の% 

十日町  2,960  6  7,595  16  10,118  24  
十  

日  

町  

市  

18,937  32  

川西町  1,085  7  1,773  20  2,233  27  

中里村  686  7  1,420  21  1,886  29  

松代町  1,012  7  1,248  24  1,582  37  

松之山町  855  8  992  26  1,341  42  

津南町  1,441  7  2,980  23  3,984  32  4,062  37  

越後妻有  8,039  0  16,008  19  21,144  27  22,999  33  

【表 2】越後妻有 高齢化の推移  

出典：総務省「国税調査報告」、各市町村要覧、各市町村史より作成  

 

1.4 自然環境  

 越後妻有の大きな魅力の 1 つに「棚田」がある。越後妻有の急峻な地形を活か

して作られた棚田は先代たちが多くの労力・時間をかけて作ったものである。棚

田の用途は米作りだけでなく、「水源の涵養」「国土保全」「自然環境の保全」「保

健休養機能」といった機能を持つと定義づけられている。また多くの生物の生息

地ともなっており、中にはタガメやコオイムシといった絶滅危惧種も生息してい

る。  

棚田の他にも越後妻有は森林が豊かで全体の 6 割以上は森林となっている。そ

の内の 6 割を落葉広葉樹が占めている。この豊かな森は自然のダムの役割を果た

す。冬に間に積もった雪が腐葉土の栄養素を含んだ湧水となり米作りに利用され、

日本一のコシヒカリを生み出している。  
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【図 4】越後妻有の風景  

2012 年 9 月に筆者撮影  

しかし人口減少や高齢化に伴う労働人口の低下により耕作面積の減少も問題と

なっている。また、越後妻有の財産である棚田の面積も減少傾向にあり、松代地

域ではこの 35 年間で 500ha 以上の棚田が放棄された。  

 

 
1965 年  1975 年  1985 年  1995 年  2003 年    

2011

年  

十日町  5,270  3,850  3,390  2,940  2,810  
十  

日  

町  

市  

7,130  

川西町  2,270  1,730  1,620  1,451  1,420  

中里村  1,290  1,270  1,270  1,230  1,210  

松代町  2,570  1,990  1,720  1,220  1,040  

松之山町  2,400  1,810  1,600  1,220  1,000  

津南町  3,150  2,970  3,150  3,100  3,040  3,010  

越後妻有  16,950  13,620  12,750  11,161  10,520  10,140  

【表 3】耕作面積の推移  

出典：北陸農政局新潟統計事務所「新潟農林水産統計年報」より作成  

 

越後妻有には長年に亘る人間と自然の相互作用によって培われてきた素晴らし

い里山特有の自然資源を持っている。しかし近代化が進む中で越後妻有の魅力が

外部の人間に発信される機会は少なくなった。越後妻有が抱える多くの問題は、
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この地域に限ったことではなく、現在日本の多くの里山で問題となっている。今

後の里山の維持や管理・保全が問題視される中、里山を保全するべく『里山イニ

シアティブ』が提唱された。次章で詳細を述べる。  

 

第 2 章 里山イニシアティブ  

2.1 概要  

 里山イニシアティブとは、里山の様な人々の手が加わって形成・維持されてき

た二次的自然環境 (社会生物学的生産ランドスケープ )の重要性を改めて見直し、

持続可能な形で保全・利用していくことを目的とし、環境省と国連大学高等研究

所によって提唱された。  

現在保護地域は世界の陸域約 13%と海域の約 1%をカバーしている。しかし、

その中には保全目的を達成するための適切な管理がされていないものもあり、生

物多様性や生態系サービスの保全に貢献出来ているとは言えない場所も多い。 

人間の生活に利用されることでその生態系を維持してきた里山においては、人間

活動を規制するという従来型の保護区とは異なるアプローチをとる必要がある。

そのため里山イニシアティブにおいては、里山の持続的な利用と管理を促進する

ことの重要性を世界に共有し、各地域の特性に即した対策が取られるようになる

ことが重要だと認識されている。 3 

また里山イニシアティブは、日本国内に限らず世界各地の持続可能な自然資源

の利用形態や社会システムを収集・分析することで自然資源の持続可能な管理・

利用のための共通理念を構築し、それを世界各地の自然資源の保全に活かしてい

くことを目標としている。そのため、この取り組みを国際的な協力のもとで進め

ようと生物多様性条約第 10 回締約国会議 (COP10)において、世界中から政府、

NGO、国際研究機関等多岐にわたる 51 団体 (現在 126 団体 )が集い SATOYAMA

イニシアティブ国際パートナーシップ (IPSI) が創設された。  

里山イニシアティブは自然のプロセスに沿った社会経済を通じての「自然共生

社会」を長期的な目標として挙げている。その達成のために人と自然の係り方を

見直し、より持続的な形で土地・自然資源の利用と管理が行われるランドスケー

プの維持・再構築を目指して、以下の 3 つの行動指針を提案している。  

                                                   
3 SATOYAMA イニシアチブを通じた生物多様性の持続可能な利用の促進 (2010)IUCN 
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これらの行動指針に沿って持続可能な里山の利用・管理をしていくためには具

体的に 5 つの視点が重要とされている。「大地の芸術祭」の里山保全の効果はこ

れらの視点に基づいて評価していくため、この 5 つの視点について次節で詳しく

述べる。  

 

【図 5】里山イニシアティブの概念構造  

出典：環境省・財団法人地球環境戦略研究機構 ,『SATOYAMA イニシアティ

ブ』 ,http://www.env.go.jp/earth/coop/coop/cai/pdf/satoyama_j.pdf  

 

2.2  5 つの視点  

里山イニシアティブの 5 つの生態的・社会経済的な視点について里山イニシア

ティブの討議文書 4を元に詳しく述べていく。  

 

                                                   
4 里山イニシアティブ討議文書 ,SATOYAMA イニシアティブに関する国際有識者会合   

■多様な生態系サービスと価値の確保のための知恵の結集  

■革新を促進するための伝統的知識と近代科学の融合  

■伝統的な地域の土地所有・管理形態を尊重した上での新たな協働管理の在

り方  
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①環境容量・自然復元力の範囲内での利用  

 自然資源の過度な利用は生態系の悪化を導く一方で、人間の手が加わることで

独自の自然を築いてきた二次的自然環境においては、人間による利用が放棄され

ることでそれまで培われてきた生態系が変化し負の影響を及ぼす可能性もある。

そのため自然資源を持続的に利用するにはそれぞれの地域の自然について理解し、

環境容量・自然復元力を見極め、自然の利用を通して管理を継続する事が重要と

されている。これらを踏まえて、自然資源の持続的な利用・長期的視点に立っ

た農業生産性の安定化や向上につなげていくことが重要とされている。  

 

②自然資源の循環利用  

 生態系サービスを適切に利用・管理するには、その土地の地形や気候といった

自然やその土地の構造的・プロセス的な特徴を踏まえて自然資源の循環に留意す

ることが必要となる。例として、落葉や家畜の排出物を畑で堆肥として利用する

ことが挙げられる。このような取り組みを行うには、異なる土地利用における自

然資源の循環も有効に機能するように、さまざまなセクターを横断したアプロー

チが求められる。  

 

③地域の伝統・文化の価値と重要性の認識  

 近代化する社会の中で地域特有の伝統等は均一化する傾向にあり、結果として

生物や文化の多様性の減少が起きている。しかし生物や文化の多様性がもたらす

相互作用や社会的経済的開発との関連性があるとされているため、持続可能な開

発においては地域の伝統や文化の重要性について見直されている。そのため、地

域の文化の維持や再興に貢献するような文化の背景の自然的・社会的合理性を明

らかにすることで、地域固有の歴史、文化、伝統やそれを守ってきた地域住民の

努力と誇りを尊重することが重要とされている。また自然環境の価値が地域住民

によって再認識され、地域社会に結束感を与えることで農村の活性化を促し、農

村から都市への人口流出の削減に繋がると考えられている。  
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④多様な主体の参加と協働による自然資源と生態系サービスの持続可能で多機能

な管理  

 自然資源の利用・管理には多様な主体が参加し協働することで持続可能性が

高まると考えられている。土地所有者や地域住民だけでなく、多様な利害関係

者と連携することでより都市と農村のギャップへの橋渡しとなる可能性があ

るとされている。特に都市住民は地域の文化に関して学ぶ事や特産品を購入す

る等の行動を通して持続可能な自然資源の利用に貢献することができる。  

 

⑤社会・経済への貢献  

 持続可能な土地利用と自然資源の利用のためには、地域の振興との両立が不可

欠であるため、地域住民が主体的に自然資源の利用に取り組めるような社会経済

体制を構築することが必要とされている。これには、新たな雇用や地域型産業に

根付いたビジネスの活性化等、自然資源がもたらす様々な社会経済的メリットを

模索することが大切であり、そのためには自然資源の利用に関するコミュニティ

の取り組みを促すような経済的・技術的な支援が重要とされている。また、持続

可能な自然資源利用の重要性に関する教育や地域コミュニティ活性化のため、エ

コツーリズムの展開や地域の特産品の開発等新たな資源価値の創出が必要となる。

更には自然資源がもたらす文化、教育、コミュニティ形式面 (社会的基盤、アイデ

ンティティ )での価値を正当に評価することも重要とされている。  

 

以上 5 つの視点について紹介したが、持続可能な自然資源利用の為には、生態

的な視点はもちろんのこと、経済的そして社会的な視点も重要とされている。で

はこの 5 つの視点は現実世界ではどのように役立てられているのか次節で実際に

里山イニシアティブの活動の一環として環境省と国連大学高等研究所が 2008 年

~2009 年に現地調査を行い、里山イニシアティブのケーススタディとして紹介さ

れている事例を『暮らしと生物多様性－SATOYAMA イニシアティブの視点と実

践例－』 5から簡潔に紹介する。  

 

                                                   
5国連大学高等研究所・環境省 ,2010,『暮らしと生物多様性－SATOYAMA イニシアティブの視点と実

践例－』   
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2.3 里山イニシアティブ ケーススタディ  

①兵庫県豊岡市 地域のシンボル種 (コウノトリ )の野生復帰と農業振興との両立  

 兵庫県豊岡市で推奨されている「コウノトリ育む農法」は、かつて頻繁に見ら

れたが農業の近代化によって 1971 年に国内繁殖個体が絶滅してしまったコウノ

トリ (水田を採餌場所とする鳥 )を人工繁殖・野生復帰させる取り組みの一環とし

て豊岡市民が推奨している農業方法だ。この活動を通して豊岡市においての野生

繁殖個体と人工繁殖個体は平成 22 年の時点で 47 羽にまで回復した。豊岡以下の

視点から里山イニシアティブとして評価されている。  

「視点 1: 環境容量・自然復元力の範囲内での利用」  

「コウノトリ育む農法」は水田での化学農薬等の使用量削減や生物の生息に配慮

した水管理等を通してコウノトリの餌となる生物を育むと同時にその生物を農業

に利用する農法をとっている。  

「視点 5: 社会 経済への貢献」  

「コウノトリ育む農法」として認められたお米は「コウノトリの舞」としてブラ

ンド認証される。このお米は通常のお米より 2 割～5 割程高い価格で販売されて

いる。通常生物多様性に配慮した農業は慣行農業より生産性が劣る場合が多いが、

豊岡市ではブランド認証制度によりお米の価格を上げることで取組農家が拡大し

ており、平成 20 年には認証農地面積は約 200 ヘクタールに達している。  

 

②石川県輪島市金蔵 地域固有の自然景観と交流の伝統を活かした農村活性化  

 石川県輪島市の金蔵地区では、1900 年代半ば頃から過疎化が進み、農林業の担

い手不足が深刻な問題となっていると同時に、多くの生物の生息地となっている

棚田の存続が危ぶまれている。そのような状況の中、2000 年に地域住民の有志が

「NPO 法人 金蔵学校」を設立し、集落の活性化を目指して地域の自然景観や伝

統文化を活かしたエコツーリズムや商品販売等を行っている。  

「視点 3: 地域の伝統・文化の価値と重要性の認識」  

 かつての金蔵地区は壇家が定期的に金蔵地区の寺院を訪れることによって繁栄

していたという歴史を踏まえ、外部との交流人口を増やすために、金蔵の歴史を

知るための案内板や標柱の設置、ツツジや桜の植栽によって集落の景観の向上を

行った。更には金蔵五カ寺の紹介や金蔵散策絵図を作製し、金蔵集落の歴史・文
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化・自然・景観を楽しむことができるように工夫した結果、毎年約 8,000 人の観

光客が訪れるようになった。  

「視点 5: 社会・経済への貢献」  

 金蔵地区の棚田で収穫されたお米は、かつて年貢として上納されない門外不出

の幻の米であったという歴史的価値がある。そのためお米を「こしひかり金蔵米」

という名のブランド米として販売している。また、お米を使った日本酒やお菓子

等の特産品が開発され販売されると同時に、「木の音」という名のカフェをオープ

ンし金蔵地区で生産された農産物を使ったメニューを提供している。  

 

以上 2 つのケーススタディを簡単に紹介した。この 2 つの地区においては、他

にも様々な取り組みをしており、それらにおいては他の視点から評価することが

可能だ。しかしいずれの事例においても、里山イニシアティブの 5 つの視点全て

を満たしているわけではないが、里山の有効な保全活動として認められている。  

 では新潟県越後妻有で行われている「大地の芸術祭」は里山イニシアティブの

5 つの視点から見た場合どのように評価することが出来るのか、次章で大地の芸

術祭の概要を述べながら検証していく。  

 

第 3 章 大地の芸術祭  

 この章では、大地の芸術祭の里山保全への効果を検証する前に大地の芸術祭の

概要や特徴について詳細を述べる。  

 

3.1 概要と開催までの経緯  

大地の芸術祭は「人間は自然に内包される」という理念の下、世界各国から第

一線で活躍する有名アーティスト達が集まり、約 760km2 の広大な土地を美術館

に見立て、田畑、民家、廃校等を活かしたアートを広域に展開している。この芸

術祭は、3 年に 1 度開催されるトリエンナーレ形式を取っており、2000 年に第 1

回が開催され、今年 2012 年に第 5 回目を迎えた。開催期間は約 50 日間と短いが、

第 1 回開催時より徐々に来場者数・参加集落や参加アーティスト・作品数が増え、

現在では世界最大規模の国際芸術祭にまで発展した。また、越後妻有の取り組み

は「ふるさとイベント大賞（総務大臣表  彰）」、「東京クリエーション大賞」、「地
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域づくり総務大臣表彰」等数々の賞を受賞しその功績が認められてきている。 6
 

【表 4】大地の芸術祭入込客数・参加集落・会期中作品数・参加アーティスト・参加

国の推移  

出典：十日町市公式 HP http://www.city.tokamachi.lg.jp/page/000001637.pdf  より作成  

 

大地の芸術祭が開催される発端となったのが 1994 年、平山征夫新都知事によ

って提唱された『ニューにいがた里創 (りそう )プラン』だ。『ニューにいがた里創

プラン』とは広域市町村圏を基本的な単位として、新潟県が地域の活性化と広域

連携を目指して独自に策定した政策のことである。この事業は「①独創的な地域

価値の創造②市町村の広域的連携③住民の主体的参画④ソフト重視・プロセス重

視⑤市町村と県のパートナーシップ 」と 5 つの理念に基づいている。 7 

ニューにいがた里創プランは最終的に 6 つの圏域で取り組まれた。その中の 1

つである越後妻有は十日町地域として施策が検討された結果、「越後妻有アートネ

ックレス整備事業」が提唱された。これは、「地域に内在する様々な価値をアート

を媒介として掘り起こし、その魅力を高め世界に発信しつつ自立へ向けた道筋を

築いていく」8というものであり、基本理念には「①6 市町村が機能分担をする広

域連携によって推進すること。②アートを活用して地域の魅力を再発見し、世界

に発信すること。③公共事業のアート化など、統一的な地域イメージを構築する

こと。④世界の多様な人々との共同の精神を基底とすること。⑤自然に抱かれた

暮らし方を示す地域モデルを目指す事。⑥土地に根差した独自の時間を持つ集落

                                                   
6 大地の芸術祭の里公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/  
7 新潟文化物語 http://www.n-story.jp/n-story/modules/n-storyreport/article.php?id=85  
8 新潟県岩船地域におけるコミュニティビジネス育成の取り組み実績 (2010)特定非営利活動

法人都岐沙羅パートナーズセンター  

開催年  入込客数  参加集落  開催中作品数   参加アーティスト 参加国  

2000 年  162,800 人  28 149 148 32 

2003 年  205,100 人  38 224 157 23 

2006 年  348,997 人  67 329 225 40 

2009 年  375,311 人  92 365 200 38 

2012 年  488,848 人  102 367 320 44 
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にこだわること。⑦農と食による都市と地域の交歓を目指す事。」の 7 点が挙げ

られている。 9  

新潟県出身のアートプランナーの北川フラム氏を総合ディレクターとして迎え

入れたこの事業は①ステキ事業発見 (1998~1999) ②花の道事業 (1998~2003) ③

ステージ整備事業 (1998~2003) ④大地の芸術祭 (3 年大祭 ) の 4 つのメインの事

業が存在しているが、その中での中核的事業が「大地の芸術祭」だ。アートネッ

クレス整備事業が提案された当初は、ニューにいがた里創りプランの一環として

1996 年からの 10 年計画の事業だった。そのため第 3 回が開催された 2006 年ま

では公共投資として新潟県が実行委員として従事し、財政面・運営面共に県や自

治体から多くの協力が出ていた。広域事業としての計画が終わり補助金の無くな

った 2006 年以降も開催を継続する声が多く挙がり、現在では、協賛金や民間の

寄付金・芸術祭のチケットとなるパスポートの売上等が主な財政源となる財政的

に自立が意図されたアートイベントとなっている。 10 

 

3.2 特徴  

 

①「地域」を主要目的とした芸術祭  

大地の芸術祭の最大の特徴は、その目的にあると考えられる。一般的に考えら

れる芸術祭とは、「芸術」の発信やアーティストの飛躍といった、芸術の要素を主

要の目的としたものが多いと考えられるだろう。しかしこの大地の芸術祭の主要

目的は「交流人口の増加」「地域の情報発信」「地域の活性化」の 3 点にある。つ

まりこの芸術祭においてアートとは、あくまでも地域の活性化をするためのひと

つの手段として捉えられている。  

 

②意図的な非効率性  

 まず 1 つ目の非効率性として挙げられるのが、芸術祭の舞台が農村部という点

だ。芸術祭という集客イベントはより多くの観客に訪れてもらうため、比較的ア

クセスの良い場所が作品展示場所に選ばれることが多いと考えられる。しかし、

                                                   
9現代アートを活用した地域の再生・創造に関する研究 (2010)長畑、枝廣  
10 中間地域におけるアートイベントとソーシャル・キャピタル形成の要因分析 (2010)鷲見  
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大地の芸術祭はまず都心から遠く離れた農村部が舞台となっている。これは世界

の国際展が都市部を舞台としている点から考え、極めて珍しいケースだと考えら

れている。 11  

 そして 2 点目の非効率性とは、作品の展示場所にある。通常美術館や芸術祭と

は、観客に作品を鑑賞してもらうことを目的としているため、鑑賞者にとって短

時間で多くの作品を観られるよう、作品を効率よくまとめて展示している。しか

し、この芸術祭では作品が 1 か所にまとめられていない。越後妻有を十日町、川

西、津南、中里、松代、松之山の 6 つのエリアに分け、そのエリア全てに作品を

点在させるという非常に非効率な展示の方法を採用している。そのため全ての作

品を鑑賞するためには、数日に渡って越後妻有に滞在する必要がある。  

大地の芸術祭がこのような非効率性を重視している理由は、芸術祭の目的にあ

るように、地域の魅力を発信するためだとされている。作品を農村部に満遍なく

点在させ、来場者に多くの地を自分の足で周るよう仕向けることで、都心部から

来るであろう来場者に普段は気付く事のない里山の魅力や自然の豊かさを肌で感

じてもらうことを目的としている。また、来場者にチケットではなく「パスポー

ト」を販売し、作品を周るごとにパスポートにスタンプを押していくというスタ

ンプラリー制度をとっているが、これは来場者にスタンプの数が増えていくのが

楽しいと思わせる効果を与え、なるべく多くの作品を周ってもらえるようにとい

う思いが込められている。更には、全ての作品を周った来場者に景品を配るとい

った工夫を取り組みも行っている。  

                                                   

11暮沢  剛巳 , 難波  祐子 (2008) 『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  
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③地域資源の活用  

 大地の芸術祭に展示されている多くの作品が、越後妻有特有の資源を活用して

いる。大地の芸術祭では、棚田や森の中に作品を展示したり「空家プロジェクト」

を通して負の遺産として捉えられる空家・廃校といったものを作家達の手によっ

て芸術作品として生まれ変わらせている。大地の芸術祭の作品がこのような特徴

を持つのは、アーティストが芸術祭に参加する為の条件が挙げられる。芸術家は

一般公募等を通して選ばれるが、募集内容は「越後妻有地域独自の歴史や自然な

ど豊かな資源の魅力を活かしたアート作品や国際的な発信力を持つアート作品及

【図 6】越後妻有 6 つのエリア  

出 典 ： 大 地 の 芸 術 祭 の 里 公 式 HP 

http://www.echigo-tsumari.jp/  

【図 7】十日町市 作品点在場所  

       2012.12 月 筆者撮影  
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びプログラム」 12とされており、公募の時点から越後妻有の歴史や背景を理解す

ることを条件とされている。つまり、参加アーティストにはこの芸術祭が「地域」

を何よりも重視しているという芸術祭の基本理念を理解することが求められてい

る。そして選ばれた芸術家達は何日・何カ月・場合によっては何年も前から現地

に入り、地域住民とのコミュニケーションやその場でインスパイアされたものを

芸術作品として作ることが多いため、作品の中に越後妻有の資源を使う作品が多

くなっている。また作家と地域住民が作品を共同制作することも多いため、作家

と地域住民との長期に渡るやりとり、それによって得られた信頼から生まれた作

品が多い。 

 その一例として挙げられるのが、2009年に十日町市に制作された田島征三によ

る「絵本と木の実の美術館」だ。この作品は、絵本作家である田島氏が鉢集落に

ある廃校となった真田小学校を舞台に、実在した最後の生徒3人を主人公にした絵

本を作りそのお話を廃校全てを使い「空間絵本美術館」として復活させた。美術

館を作る際も流木に色を塗って人形を作る等、集落の人々との共同作成によって

完成した。 

 

【図 8】十日町市 絵本と木の実の美術館  

2012.9 月 筆者撮影  

 

                                                   
12「  公募 A 越後妻有アートトリエンナーレ 2012 作品募集 募集要項」より  
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第 4 章 大地の芸術祭 里山保全の効果の検証  

前章では、大地の芸術祭が現代アートを地域の魅力を発信する「手段」として

捉え、あくまでも「地域の活性化」を目的に芸術祭を行っているということがわ

かった。しかし大地の芸術祭は、単純に地域の活性化のみを目標として取り組み

を行っているわけではなく、「人間は自然に内包される」という理念の下、地域が

持つ資源を最大限に活用し「人間と自然の関わり方を示すモデル地域となること

を目指す」という目標を掲げ地域作りを行っている。このことから、大地の芸術

祭は里山の資源を最大限に活用することで、かつての里山の様な人間と自然の相

互作用がされる持続可能な地域作りを目指している事業となっていることがわか

る。  

大地の芸術祭は、里山イニシアティブを意識して行っている事業ではない。し

かし、里山イニシアティブの視点から芸術祭を評価した際、里山保全としての効

果が十分になされているのではないかと考えた。そこで次節より実際に足を運び

芸術祭の活動についてヒアリングを行った蓬平集落の紹介をしてから、蓬平集落

での活動を第 2 章で述べた里山イニシアティブの 5 つの視点を元に評価していく。  

 

4.1 蓬平(よもぎひら)集落  

蓮平集落は十日町市の旧松代エリアに位置する戸数 47、人口約 130 名、そのう

ち子供が約 30 人と比較的大規模で元気な (子供が多い )集落だ。芸術祭を通し「集

落の生業、暮らしを体感できる蓬平ミュージアム」を創ることを目標として掲げ

ている蓬平集落は、その目指すところの通りの芸術作品を展示してきた。初参加

であった 2003 年には、松代ではお祝いの日に屋号が書かれた管笠を家の玄関口

にかけるという集落の伝統をフィンランド人の作家、マーリア・ヴィルッカラ氏

が「ファウンド・ア・メンタル・コネクション 3 全ての場所が世界の真ん中」と

いうタイトルをつけて芸術作品化した。約 46 の家で金色の笠を作り、夕暮れ時

にスイッチを入れるという集落が一体となった作品を催し人気を博した。以来芸

術祭の時期には毎回行われており、それ以外でも毎年夏では集落の行事で一週間

程飾るという集落の方々にも人気の高い企画である。そして 2 度目の参加である
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2006 年からは「養蚕プロジェクト」が始まった。 13 

    

【図 9】ファウンド・ア・メンタル・コネクション 3 全ての場所が世界の真ん中  

出典：大地の芸術祭公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/  

 

養蚕プロジェクト  

 蓬平集落の養蚕プロジェクトを紹介する前に、日本の養蚕業について軽く説明

する。養蚕業は紀元前に中国から養蚕技術が持ち込まれ、江戸、明治期にかけて

は製糸の技術が発展したことから日本の養蚕業は盛んになり、一時は世界一の生

糸輸出国となるまでに成長した。そのため繭を作る養蚕農家も多く、全盛期には

全国の農家の約 40%で養蚕が行われていたとされている。しかし輸出先であった

アメリカの世界恐慌による経済悪化によっての海外市場の喪失や、代替品である

ナイロン等の科学繊維の普及によって養蚕業は徐々に衰退していった。養蚕がピ

ークだった昭和 4 年では、養蚕は全国約 220 万戸の農家で行われていたが、平成

20 年にはその数は約 1000 戸までに減少した。また現在では、市場の喪失に限ら

ず農業同様養蚕も担い手不足や高齢化が大きな問題となっている。 14 

蓬平集落においても養蚕業の衰退は例外ではなかった。かつては農業と養蚕は

主な収入源として盛んに行われており、ピーク時には集落の中でも約 7 割の家庭

で養蚕が行われていたそうだ。しかし絹糸の価格の低下と共に養蚕業で生計を立

てていくのが難しくなり、人々は建設業等に以降していき、平成 7 年頃には蓬平

                                                   
13 コミュニティ・デザインプロジェクト集落別成果報告書【後半】 (2011)十日町市  
14 財団法人 大日本蚕糸会 HP http://www.silk.or.jp/kaiko/kaiko_yousan.html  より  
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集落で養蚕業を行う家庭はなくなってしまった。  

大地の芸術祭において養蚕が十数年ぶりに再開されたのは、アーティストの古

巻和芳氏がきっかけだったそうだ。古巻氏が繭をモチーフとした作品を作るとい

うことで蓬平集落で作品を制作することを選び、芸術祭の運営側から蓬平集落に

養蚕プロジェクトへの参加を持ちかけプロジェクトの開始が決定した。2006 年に

は古巻氏、アーティスト集団の夜間工房・地元住民の協働作業で「繭の家」が完

成し、3 つの作品が展示された。繭の家ではただ作品が展示されるのではなく、

地元の方々の「おもてなし」を通して、来場者と地域住民が交流する場所ともな

った。また 2009 年には、繭の家の継続プロジェクトとして、蚕の糧である桑を

そだてるため 150 本の苗が植えられた桑畑の再生が行われた。  

 

【図 10】繭の家 作品 A「夜半の雨音」  

出典：大地の芸術祭公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/  

 

【図 11】繭の家作品 B 「雲の切れ間から」  

出典：古巻和芳 HP http://kazufusakomaki.com/index.html  

http://kazufusakomaki.com/img/installation/mayu/large/slide0028_image140.jpg
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【図 12】繭の家作品 C 「空に放つ」  

出典：古巻和芳 HP http://kazufusakomaki.com/index.html  

「繭の家」は 2011 年に記録的な豪雪で全壊し、中の作品も全て壊れてしまっ

たが、養蚕やマユビトを作ってきた住民から養蚕プロジェクトの継続を希望する

声が挙がり、2012 年には「養蚕プロジェクト /光をつむぐ 祈りをつなぐ」とし

て復活した。これは、実際に来場者に繭の糸を引いてもらうという参加型のプロ

ジェクトとなっている。  

 

【図 13】養蚕プロジェクト /光をつむぐ 祈りをつなぐ  

出典：古巻和芳 HP http://kazufusakomaki.com/index.html  

 

4.2 蓬平集落－「5 つの視点」を通しての検証－  

 この節では、里山イニシアティブの「5 つの視点」と蓬平集落の活動を照らし

合わせ、養産プロジェクトの里山保全の効果を検証していく。  

http://kazufusakomaki.com/img/installation/mayu/large/slide0028_image127.jpg
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視点 3: 地域の伝統・文化の価値と重要性の認識  

 まず芸術祭が蓬平集落に与えた影響として挙げられるのが、養蚕プロジェクト

をきっかけに、養蚕という集落の伝統が再開されその価値が再認識されたことだ

ろう。現在養蚕は、集落の養蚕経験者である君男さんを中心に行われている。山

形県から蚕の卵を購入し、養蚕プロジェクトが始まったばかりの年は約 500 匹、

芸術祭が行われた 2006 年には約 1 万匹もの蚕が育てられた。現在は芸術祭が無

い年でも養蚕は行われており、毎年約 3000 匹が育てられ、芸術祭の年だけ作品

に応じて蚕の数を増やすそうだ。この蚕の数は、かつて養蚕業が盛んだった時期

には、多い時は 1 年に 4 回、1 度に約 8 万匹の蚕が飼われていたという点を考え

ると、養蚕プロジェクトにおける養蚕は非常に小規模だ。しかし経済的価値が低

くなったと認識され、集落から姿を消してしまった養蚕が芸術を通して新しい価

値を与えられることによって復活させられた点は評価することが出来ると考えら

れる。  

 更にヒアリングを通して、蓬平集落では養蚕の価値が再認識されただけでなく、

芸術祭を通して地域住民の努力や誇りが尊重され、集落が活性化しているという

印象を受けた。芸術祭においての集落の方々の役割は多くある。作品を展示する

蔵の掃除や片付け、作品制作、そして芸術祭の開催期間中の来場者のおもてなし

や作品説明だ。芸術祭期間中の作品説明に入る当番は、集落の方々が NPO の担

当者に自分が参加可能な日程を提出し、それを元に当番表が作られる。(参加しな

い方もいらっしゃる ) 当番に入った人には日当¥3000、半日で¥1500 が支給され

る。作品説明のためには、事前に集落の人々に向けて作品や取扱方法の説明がさ

れる等、集落の方々の負担は比較的大きい。しかし経済的なインセンティブが少

なくとも芸術祭への協力者が多くいる理由を伺うと、やはり作品が養蚕という地

域の方々にとっても身近なものを扱っているため、単純に興味があって参加され

ている方や、蚕の匂いが懐かしいといったからという意見を伺った。  

域住民の方々が繭の文化に加え、集落の生活や習慣の重要性を再認識すること

が出来るのは、作品をきっかけに生まれる来場者やボランティアとのちょっとし

た交流を通してだと感じた。芸術祭開催期間中は外部から足を運んできた大勢の

来場者言葉を交わす機会があり、また繭の家に行けば蓬平人々が来場者にお茶を

出す「おもてなし」を通しての交流が生まれる。私がお話を伺った際も「家にあ
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げてお茶を出した」「北海道からきた人から後日集落あてに落花生が送られてきた」

等、来場者とのエピソードは絶えることがなかった。来場者を相手に養蚕のこと

はもちろん日々の生活等集落の暮らしについての話をし、また都会から来た人々

にも色々な話を聞くことが出来る。1 度外に出てみて経験すると楽しくなり機会

があれば参加するとおっしゃっていた。  

集落の方々は、初回開催時には作品を観に 1 日に数人しか訪れないこともあり

不安だったが、今では 1 日に数百人訪れることもあり、少しずつ集落への訪問者

が増えるのを目の当たりにし、「自分達の集落にこれだけ多くの人が訪れるという

ことは、何かはわからないけれど、自分達では気付かない何かいいところがある

んじゃないかなって思える。」とおっしゃっていた。また、「目に見えるような劇

的な変化は生活していて感じる事はないが、芸術祭に対しての理解が深まってい

ることは間違いない。こういう新しい取り組みで集落が元気でいられるし芸術祭

は集落に活力を与えている。相関があるのかは分からないけれど、この集落に子

供が比較的多いのもこういう活動を通して集落が元気でいられるからじゃないか

な。」との意見もあった。  

 お話を伺っていると、皆さんが何よりも来場者との交流を楽しみにされている

のが伝わってきた。「芸術祭を続けていってほしいですか？」という質問に対し、

全ての方が続けて欲しいと答えられた時には、芸術祭が間違いなく集落へ好影響

をもたらしていることを実感した。  

 

視点 5: 社会・経済への貢献  

この節では養蚕プロジェクトが蓬平集落に与えた経済・社会的影響について詳

しく述べていく。  

まず経済的側面では、「マユビト」という人形の発売を通して新しい地域の特産

品の可能性を生み出した。蓬平集落においての養蚕は、芸術祭が開催されない年

も続けられており年間 3000 匹の蚕が育てられると前述したが、この 3000 の蚕は

「マユビト」の生産やワークショップのために育てられている。「マユビト」とは、

絹糸としての需要が少なくなってしまった繭を人形としてプロデュースしたもの

で、アーティストの方が少しでも集落にお金が入ることをしようと試みたのがき

っかけとなり、2009 年から本格的に生産・販売が始まった。アーティストの加古
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氏がマユビトをデザインし、それを集落の主婦の方で構成されている「マユビト」

チームが生産を行うというアーティストと集落の方の共同制作によって生産され

ている。これは、大地の芸術祭の中でも珍しい販売形態で他の芸術祭のアーティ

ストグッズが地元企業とのタイアップだったのに対し、マユビトの場合は集落が

全ての生産を行っている。マユビトの販売により得られた収益は、すべて蓬平集

落へ還元されている。また、マユビトの生産を行っている主婦の方々はかつて養

蚕業が最も盛んだった世代の方ではない。しかし、マユビトの生産は私も実際に

作らせて頂き 30～40 分で作ることが出来ため、特別な技術が必要なわけではな

い。よって、養蚕プロジェクトは養蚕業を経験していない層でも参加できるよう

になっている。  

 マユビトは、芸術祭期間中は生産された 3000 個が即完売し、実際に在庫数

がもっとあっても完売しただろうと言われる程の人気商品となった。また芸術祭

開催期以外でもまつだい雪国農耕文化村センター農舞台や越後湯沢駅構内情報ス

テーションで販売しており、芸術祭開催期でなくても松代のお土産として売られ

ている。現在は蚕の餌である桑の状況が悪く、3000 個の販売が限界となっている

が、今後は販売数を増やせるよう桑畑の整備等の話が集落内で進められているそ

うだ。  

マユビトは年に 3000 個の生産が限界となっているため、集落の収益は現時点

では限定的なものとなっている。しかし芸術祭を通し、繭を新しい用途で販売で

きるということが集落内で認識されたことや、繭に経済的価値が新しく与えられ

たことによって桑畑の整備等、集落の環境整備の話が進められていることは、大

きな意味があるだろう。  
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【図 14】蚕とマユビト  

2013.1 月 筆者撮影  

 

養蚕が蓬平集落に経済的側面ではなく、芸術祭の枠を超え「教育」という形で

社会的な効果をもたらした。まず松代においては芸術祭が開催されるようになっ

てから地元の小学校の 3 年生授業の一環として蚕と深く関わるようになった。実

際に養蚕プロジェクトで育てている蚕を自分達で飼ったり、繭で工作をする授業

が行われるようになったそうだ。また小学校の文化祭においても、マユビトを作

るワークショップを行ったりと、それまで埋もれていた蓬平の伝統を子供達に伝

えるきっかけとなった。  

 またマユビトのワークショップは好評で、松代内だけではなく「越後田舎体験」

を通しても行われている。越後田舎体験とは、ブナ林を歩いたり、田植えを経験

したりと様々なプログラムを通して越後の農村の暮らしを体験することができる

取り組みである。この越後田舎体験は、芸術祭とは関係のない団体によって行わ

れているが、芸術祭後マユビトや繭で花を作るワークショップが新しいプログラ

ムとして加わり、蓬平集落の方が年に十数校、地域外から訪れる学校の子供達に

向けてワークショップを行っている。  

養蚕プロジェクトは集落の活性化や伝統の再認識のきっかけとなるだけでなく、

芸術祭の枠を超えて経済的・社会的効果を集落に与えていることが判明した。で
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は、大地の芸術祭が集落にもたらす影響は、他の集落においても同様なのか、も

う 1 つの集落、犬伏集落の取り組みを元に検証したい。残念ならが、犬伏集落に

ヒアリングを行うことは出来なかったので、参考資料を元に検証していく。  

 

4.3 犬伏(いぬぶせ)集落－「5 つの視点」を通しての検証－  

 犬伏集落は十日町松代地区にある人口約 223 名の大規模な集落である。この集

落においては、かつては地域産業であった「伊沢和紙」の伝統を活かしたアート

プロジェクトが行われており、現在では作家・中村敬氏と伊沢和紙工房とが連携

し伊沢和紙を活用した商品開発を行っている。  

伊沢和紙とは、楮 (こうぞ )という原料を使った他の和紙より丈夫に仕上がる和

紙で江戸時代に長野県の「内山紙」という技術が伝えられたものであると言われ

ている。この産業は犬伏地域において昭和 30 年頃に途絶えてしまったが、地域

において伝統の復興を願い平成 15 年に和紙工房「欅」が地元住民の「けやきの

会」をもとに設立された。この地域では大地の芸術祭に参加する以前より伊沢和

紙の伝統の復活が行われていたが、中越大震災ボランティアを通して和紙工房の

方と作家・中村敬氏との出会いがきっかけとなり、大地の芸術祭に参加すること

となった。2007 年より本格的に指導し、巨大和紙製造装置の開発や商品開発を進

め 2009 年には「伊沢創作和紙」を発表した。 15 

 

【図 15】伊沢和紙を育てる  

出典：大地の芸術祭公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/  

                                                   
15 コミュニティ・デザインプロジェクト集落別成果報告書【前半】 (2011)十日町市  
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【図 16】伊沢和紙を育てる  

出典：中村敦ブログ「伊沢和紙を育てる」http://keiatorie.exblog.jp/  

 

視点 3: 地域の伝統・文化の価値と重要性の認識  

犬伏集落においては、元々伊沢和紙の伝統を守ろうという試みが集落内で行わ

れていたため、芸術祭に参加する以前より地域の伝統の重要性が認識されていた。

しかし、この集落において評価されるべき点なのは、作家と出会いや大地の芸術

祭に参加することを通して伊沢和紙の可能性が広がった点だと考える。芸術祭を

きっかけに欅工房の職人さんは、中村氏がデザインした和紙の複雑な模様も製造

できるようになってきているそうだ。また職人さんの腕だけではなく、長さ3mの

巨大和紙製造装置が開発されたりと、新しい事へ挑戦を重ねている。  

 またこの集落においては、「土建業を生業とした人が多く、応援したくても、何

をすればいいのかわからないという人が大半」だそうだ。しかし、芸術祭には和

紙を製造する技術を持たなくとも、作品の設置や受付等活動できる機会は多くあ

る。そのため、芸術祭を通し集落の中でもより多くの人が伊沢和紙の伝統を守る

という取り組みに参加することが可能であり、これは集落内の結束に繋がるので

はないだろうか。  
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視点 5: 社会・経済への貢献  

犬伏集落においても、蓬平集落と同様に伝統文化を広めることを通しての社会

的貢献、そして伊沢和紙産業が地域を支えることのできる特産物として育ててい

るという点から経済的効果があると言える。  

まず社会的貢献においての効果を検証したい。作品制作の一部を地元の小学生

と行う等子供達に伊沢和紙を慣れ親しんでもらえるようなプログラムが行われて

いる。また県外においてもワークショップを行っており、神奈川県では横浜市の

中学生と伊沢和紙を使った走馬灯を作製し街に飾るといった行事等を行った。  

経済的側面においては、大地の芸術祭を通して伊沢和紙が「紙」としての使い

方ではなく、新たに様々な可能性を模索しているという点が評価できる。伊沢和

紙は現在清酒のラベルとしての販売することが主な収入源となっており、存続が

厳しい状況だった。そのため、他の和紙工房では作られることのない、アーティ

ストによってデザインされたということで付加価値をつけ、新しい商品開発を行

った。「大地の芸術祭」では公式グッズとして、うちわやステーショナリーといっ

たものを販売した。  

また、作家中村敬氏のブログでは「ポストカード・ステーショナリーやテーブ

ルウエアを定期的に製造し販売する過程で新しい技法や販売ルートを模索する。

そして、開発されたノウハウを活かして壁紙やタペストリー、照明器具等のイン

テリア素材としての提案を行いある程度の量産を可能とした製作体制を作る。最

終的には商業施設の内装やアートワーク等、空間デザインの分野で商品展開を行

う。」16としているため、今後はインテリアとして和紙を販売していくことが期待

されている。  

 

4.4 より大きな枠組みを通しての検証  

 前章においては、蓬平集落や犬伏集落といった集落単位で捉えても、芸術祭は

多くの好影響を与えている点が判明した。しかし、1 つの集落ではなく、「大地の

芸術祭」を全体として捉えた際、里山保全にどのような効果があるのかを検証す

る。  

                                                   

16中村敦ブログ「伊沢和紙を育てる」http://keiatorie.exblog.jp/  
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視点 4: 多様な主体の参加と協働  

 「多様な主体の参加と協働」に関しては、蓬平集落や犬伏集落といった集落単

位で捉えても 1 つの芸術作品にアーティスト、地域住民、芸術祭運営者と多くの

主体が関わっていることが伺える。しかし集落単位だけではなく、「大地の芸術祭」

全体として見た時、この事業に多様な人々が関わっていることが伺える  

大地の芸術祭には、【図 17】に示されているように多くの主体が関わっている。

運営は『NPO 法人越後妻有里山共働機構』『アートフロントギャラリー』『十日町

市観光交流課、津南町地域振興課』の 4 団体を主体として行われている。大地の

芸術祭の運営方針といった基盤はメインの 4 団体によって行われているが、それ

らの協力要請により多数の団体が芸術祭に関わっているが、その中でもアーティ

ストや行政以外に欠かせない存在となるのが「各集落住民」と「地域外サポータ

ー」だ。  

 

【図 17】大地の芸術祭 実施体制  

出典：NPO 法人越後妻有里山協働機構『「大地の芸術祭の里」アートを道しるべに里山を巡

る地域・世代・ジャンルを超えた協働によるまちづくり』  

  

越後妻有には現在約 513 の集落が存在しているが、第 5 回目の参加集落の数は

102。つまり全ての集落が参加しているわけではない。大地の芸術祭に参加して

いる集落の参加経緯は主に 2 つに分けられる。1 つ目は、参加を運営側から持ち
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かけられるもので、この場合アーティストやディレクターの調査によって展示場

所が決められた後、運営側が仲介に入りアーティストが地域住民に制作協力をお

願いするものだ。この際、アーティストは住民に作品説明を行い、住民の了承が

得られて初めて作品制作が可能となる。2 つ目は、芸術祭後に地域住民に対して

行われるアンケート調査により希望する集落が参加する場合もある。開催初回時

には、参加集落は 28。その内自主的に参加を申し出たのが 2 集落のみだった。し

かし第 2 回では自主的に参加を申し出た集落は 50 にまで増えた。参加集落数が

増えているのは、蓬平集落地域内において確認できた芸術祭が集落に与える好影

響を感じる地域住民が確実に増えているからではないだろうか。  

また芸術祭を通して多くの地域外サポーター（ボランティア）を確保できるこ

とは、大きな財産だと考えられる。ボランティアは「こへび隊」と呼ばれ学生や

社会人等、様々なバックグラウンドを持つ人々で構成されており、その活動人数

も 2009 年には 3,244 名にまで増えた。17 こへび隊の特徴的な部分は、リーダー

もいないため、主体的にかつ気軽に参加できるということだ。実際私も 2012 年

第 5 回目の芸術祭に 3 日間だけこへび隊として参加したが、東京からは代官山か

ら定期的に無料でバスが出ているため参加しやすかった。また滞在費も夕食混み

で 1 日 300 円で済んだので活動しやすい。美大生や大学生、富山県、岡山県から

参加されている方、第 1 回目から参加している年配の方や海外からの参加もあっ

た。中には有給をとって参加する社会人の方もいるそうだ。  

ボランティアの活動期間は 3 年に 1 度の芸術祭に限らない。芸術祭が終わった

今でも雪堀りや冬に行われているイベントのお手伝いのメールが届く。そのため、

芸術を通して築きあげられたネットワークは、祭期間外でも越後妻有をサポート

できる大勢の人数を確保できたという点で非常に意義のあることだと感じる。  

 

ここまで検証した結果、大地の芸術祭は「地域の伝統・文化の価値と重要性の

認識」「社会・経済への貢献」「多様な主体の参加と協働」の 3 つの視点を通して

評価することが出来る。この 3 つの視点はいずれもが社会的側面が強いのに対し

て、視点 1「環境容量・自然復元力の範囲内での利用」と視点 2「自然資源の循

環利用」はより環境的側面が強く、直接的な環境保全を評価していることが伺え

                                                   
17 総括報告書 2009 
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る。では、大地の芸術祭は視点 1、2 を満たしているのかを検証する。  

 

視点 1： 環境容量・自然復元力の範囲内での利用  

前述したように、越後妻有の自然の魅力の一つとして長年に亘り気付きあげら

れてきた棚田がある。しかし、近年の若者の都市への流出による高齢化・後継者

不足といった問題により、多くの棚田が放棄されている。その中でも松代地区で

は、過去 35 年間で 500ha 以上の棚田が放棄され、耕作面積は 1970 年代の半分

以下になっている。越後妻有の財産ともいえる棚田を保護するべく、越後妻有は

第 2 回の大地の芸術祭が開催された 2003 年から、「まつだい棚田バンク」を開始

した。 まつだい棚田バンクとは、棚田のオーナー制度となるもので、以下の仕

組みとなっている。①希望者は棚田の里親として棚田バンクに加入する。 ②里親

は運営資金として 1 万円コースか 3 万円コースのどちらかを選択を出資し、米作

りに参加する。 ③日常の棚田管理は農舞台事務局スタッフと地元農家が行い、年

に数回田植えや収穫の行事に参加することが出来る。④収穫したお米は出資した

面積・収量によって里親に配当される。   

設立当初は、オーナー数は約 20 人と非常に小規模だったが、2012 年の時点で

はその数は約 180 人にまで登り徐々にオーナー数を増やしている。  

 

 

【図 18】まつだい棚田バンクのシステム  

出典：大地の芸術祭公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/ 
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 棚田のオーナー制という制度自体には特に新しい要因はない。棚田のオーナー

制は全国的に展開されており、現在では約 70 のプロジェクトが行われている。18 

しかし、芸術祭においての棚田のオーナー制度で評価すべき点は、この取り組み

においても、芸術祭を通して培われたネットワークを活かすことが出来る点では

ないだろうか。  

 現在棚田オーナー制度は松代において 6 つのエリアで行われている。

また、棚田バンクを各集落で導入するには、より多くの手間がかかる上

に、集落によって棚田の保全状況にも差が出てきてしまう等の問題が考

えられる。しかし、棚田オーナー制度を大地の芸術祭の一環として考え、

NPO 法人がそれぞれのエリアの人々と連携を図ることで、より広範囲の

棚田を平等に効率よく保全することが出来るのではないだろうか。また、

芸術祭を通して培われたネットワークを通じて、地元住民やボランティ

アといった多くの協力者がいる為、今後も規模を拡大していくことは難

しくないと考えられる。  

 

【図 19】まつだい棚田バンク保全マップ  

出典：大地の芸術祭公式 HP http://www.echigo-tsumari.jp/  

                                                   
18 全国水土里ネット「全国棚田オーナー制度」

http://www.inakajin.or.jp/kikin/tanada/tanada_list.html  
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結論  

 これまで大地の芸術祭においての集落の活動に焦点を当て、里山イニシアティ

ブの 5 つの視点を用いて、芸術祭の里山保全の効果を検証してきた。ここではそ

の結果として私がたどり着いた結論について述べる。  

 前章では、「集落」という小さな枠組みと「大地の芸術祭」というより大きな枠

組みにおいての芸術祭が里山へおよぼす影響を検証したが、その結果、里山イニ

シアティブを評価軸とした際、大地の芸術祭が里山保全として有効だという結論

にたどりついた。里山は人々に管理・維持されることでその景観を保持すること

が出来るが、そのためには地域住民の連帯は不可欠である。大地の芸術祭は、芸

術作品を通して失われた文化を再発見し地域住民内での交流を増やす事で地域住

民に結束力を与えていると同時に来場者との交流を通し、里山で自然と共生して

生活することの素晴らしさを改めて認識するきっかけとなっている。またそれら

の効果に加え、1 つの芸術作品が社会的・経済的といった多くの波及効果をもた

らしていることが地域住民の主体的な活動を促進し、活動を継続させるインセン

ティブとなっているため芸術祭の取り組みは持続的だと考えられる。  

更には、棚田の担い手不足といった、集落単位で解決することが難しい環境問

題においては都市部の人間を巻きこみ、芸術祭の運営局が地元住民と共同してオ

ーナー制度で取組を行っている。多くの人間が協働する大地の芸術祭では、社会・

経済・環境と様々な側面から里山の問題に取り組んでいるという理想的な里山保

全の形態を取っていると感じた。  

 大地の芸術祭は里山保全としての効果があると結論付けたが、今回の検証は 2

つの集落のみに焦点をあてたという点、そして評価軸を里山イニシアティブの 5

つの視点のみで行ったという点から、この論文で出した結論には限界がある。今

回検証した集落以外でも、多くの集落において新しくレストランが開かれたり、

特産品が新たに開発されたり、芸術祭をきっかけに美術大学と定期的な交流が行

われる等、ここでは紹介しきれない程多くの取り組みが行われている。またその

一方で大地の芸術祭には限界集落や来場者の芸術祭の係り方等課題も残されてい

るのも事実だ。それら全てにおいて調査をすると同時に里山イニシアティブだけ

でなく他の評価基準を含めて評価することで「大地の芸術祭」の里山保全の効果

をより信頼のあるものにできるだろう。  
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 しかしこの論文を通して、現代アートという一見里山は相関がないような分野

でも、地域に多くの波及効果を与えることで里山の活性化や自然環境の保護につ

ながっていると判明したのは意義のあることだと考えている。この論文を通し、

グリーンツーリズムや農業体験といった取り組みの他にも里山を保全する術があ

るということを少しでも多くの方に認識して頂ければ幸いである。  
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