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研究成果の概要（和文）：1990年以降、日本各地において急速な増加を見せるアートプロジェクトは、疲弊する都市や
地域再生の道具として捉えられることも多くなり、アートの持つ批評性が失われているのではないか懸念されている。
本研究では、特にアートプロジェクトの発生に関わる1950年代からの年表の作成と、80年代の動向に着目し、アーティ
ストの内発的動機に焦点をあてた文献資料と聞き取り調査を行い、原点を振り返りながらアートプロジェクトの現場を
考察した。

研究成果の概要（英文）：Community based art projects have rapidly increased in Japan since the 1990s.
Previous studies argue that municipal governments utilize those arts in order to regenerate the urban
decay, but, at the same time, such arts as tools of urban regeneration have possibilities to spoil
critical aspects of art. This research project breaks down into two parts. First one is to take a look at
pre‑histories of community based arts in Japan from the 1950s to the 1980s and examine historical
trajectories of them. Second one is to collect archival materials and conduct interviews to artists,
especially focusing on motivations of the artists and the community based art movements in the 1980s.

研究分野： 芸術学
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１．研究開始当初の背景
４．研究成果
日本におけるアートプロジェクトに関する
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