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現代の祝祭性をマネジメントする
―音楽フェスティバルの主催者同士の対話を通じて―

実施報告書

山崎翔
（北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院観光創造専攻博士後期課程）

１．本プロジェクトの社会的背景・目的
現代社会では、物理的・情報環境的に移動が容易となり、私達は様々な時間や場所・属性
を行き交うことが可能となった。これは、私達が地域・会社への帰属といった近代的な価値観
から解放されることを示唆する一方、誰が地域社会を主体的に担うのか、また一元的な倫理や
責任の所在自体が揺らぐような社会の根本的な問題をも孕んでいる事態である。
上記の社会的課題に対し、近年の NPO やまちづくり団体等による主体的なまちづくりは、一
元的な地域回帰の発想の枠を超え出るものではない。また、二地域居住やシェアハウス等の
新たな住まい方も提案されているが、その担い手が持続的にまちづくりに関わる仕組みの構
築に課題が残されている。今問われているのは、「誰かがまちを担う」という発想自体の転換、
定住人口や交流人口ではなく、流動人口が社会を担うという発想であり、誰もが柔軟に場所や
人と関わるような生き方や価値観の可能性の提示である。
この時代を象徴する文化が音楽フェスティバル（フェス）である。フェスは従来のコンサート・
ライブのような特定のプログラムはなく、複数ステージが同時進行するタイムテーブルの中、参
加者自らが楽しみ方を選択するイベントである。このような複数の関係性（複数のステージや
参加者同士の交流）をマネージメントするフェスの「参加者」は、上記に示した現代社会の特性
と非常に親和性の高い存在として理解されてきた1。
フェスは地域住民がメインターゲットではなく、全国から参加者が集う流動的なイベントとし
て成立しているが、1997 年に始まったフジロックフェスティバル（以下、フジロック）を筆頭に、
10 年以上継続しているものも全国各地に多数存在している。また、2010 年以降は、元々はフ
ェス参加者だった人々が、「主催者」となり、新たなフェスを開催するケースが増加している。こ
のことから、フェスは一過性のイベントではなく、参加者の間では何らかの「フェス文化」が醸成
され、「継承」されていると考えられる2。つまり、従来の祭りが特定の地域やコミュニティへの愛
着を醸成するものならば、フェスは複数の世界にまたがって生きる私達を祝う現代の祭りであ
るといえる。
本プロジェクトの目的はフェスの「主催者」に着目し、フェス主催者の流動的であるが故に、
個人・社会・環境と柔軟に関わることのできるマネジメント技術を明らかにすることである。また、
全国のフェス主催者同士の対話から「フェス文化」を導き出し、そのプロセス自体がフ
ェス文化の知・技術の共有や蓄積、継承になることを意図したプロジェクトでもある。
さらに、フェス主催者の「祝祭性をマネジメントする技術」が社会一般に応用できるだ
けの普遍性を持ち得るのか、その検証も本プロジェクトの重要な課題である。具体的に
は、現在、全国各地で地方創生が実践される中で、彼らが地域社会における新たなひと
づくり・まちづくりの担い手となる可能性に着目した。

1 永井純一（2016）『ロックフェスの社会学―個人化社会における祝祭をめぐって』ミネルヴァ書房
2 フェスの増加は、マーケットとしてフェスが成立し、フェスの均質化・画一化が同時に進んでいることも意味している。
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２．本プロジェクトの概要
本プロジェクトは主に 3 つの内容から構成される。
2-1 「全国のフェス主催者へのインタビュー調査」
全国各地に点在するフェス主催者へのインタビューを実施し、フェスを始めたきっかけや、
他のフェスとの差異、地元や場所に対する意識を明らかにした。調査は、地理的側面から全
国のフェスの状況を把握するため、代表者が既に調査を実施したフェスの開催地を除いたエ
リアを対象とした3。また、商業性が低く、開催地域との地理的・文化的なつながりを意識したフ
ェスを対象とすることで、将来的な地域社会におけるまち・ひとづくりの担い手となる可能性を
探ることを意図した。
2-2 フェス主催者との共同プロジェクト「フェスアーカイブ」（2016 年 5～7 月）
フェス文化の発展・継承に自覚的なフェス主催者 4と共に、フェスアーカイブの作成を行った。
フェス主催者との議論から「フェスの条件」を決定し、フジロックがスタートした 1997 年以降の約
20 年間に開催されたフェスの基礎情報を調査した。フェス主催者との共同プロジェクトを行うこ
とで、主催者のフェスの定義に関する認識を明らかにすると同時に、調査自体が全国各地の
フェスの現場へ拡大・共有することを試みた。
2-3 全国のフェス主催者が一堂に会したワークショップの開催(2016 年 10 月 29～30 日)
上記調査で得られた知見を基に、本プロジェクトのメイン企画である全国のフェス主催者によ
るワークショップ「フェス観測会 2016」を開催した。本会は、全国各地に点在するフェス主催者
が一堂に会する場を設け、一般的な地域活性化、地方創生とは別の局面で新たなまち・ひと
づくりの担い手が台頭していることを社会に提示することを意図したものである。
【プロジェクトの流れ】
年月
2016 年 5 月
6月
7月
8月

スケジュール
フェス主催者インタビュー
5 月：香川・岡山
7 月：山形長井
8 月：富山・山形蔵王
9 月：長崎対馬

「フェスアーカイブ
主にウェブ・文献調査を
基に調査

「フェス観測会」
参加者選定
会場訪問
内容検討
告知

9月
10 月

10 月 29～30 日「フェス観測会 2016」（フェスワークショップ）開催

11 月
12 月
2017 年 1 月
2月
3月
4月

「フェス観測会」報告会
報告書とりまとめ
「フェス観測会」企画展開催

3 本プロジェクトでは、東北・北陸・四国・九州のフェス主催者へのインタビューを実施した。詳細は P3 を参照のこと。
4 後述（P7）の「フェスワークショップ」に参加したフェス主催者がメンバーに含まれている。
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３．フェス主催者インタビュー
2016 年 5 月～9 月にかけて全国のフェス主催者インタビューを実施した5。香川、岡山、山形、
富山、長崎（対馬）と巡った中で、以下の知見を得られることができた（以下はワークショップに
参加した全ての主催者についての内容を含む）。
3-1 開催地域への意識・関わり
フェス主催者は開催地域の行政や従来の地域社会とは必ずしも直接的な関係を持ってい
ない。本プロジェクトでは、開催地域出身・在住の主催者を調査対象としたため、フェスを開催
する上で主催者は少なからず「地元」を意識している。しかし、すべての主催者が開催地域に
在住しているわけではなく、日常的な地域コミュニティへの参加度合も主催者により異なる。山
形県長井市西根地区で開催されている「ぼくらの文楽」（2011～）の主催者は、フェス開催を
契機に同地区へ移住しているが、これは一つのケースに過ぎない。むしろ、開催地域はフェス
の固有性を創出する一つの資源として活かされている6。
3-2 音楽フェス主催者の世代感
一般的にフェスは若者のイベントとされるが、ワークショップに参加した主催者の年齢は総じ
て 30 代であった。前述のように、フェス主催者の多くは「フェス参加者」としての経験を有して
おり、20 代でフェスを経験した層が、現在のローカルフェスの主軸を形成していると考えられる。
フジロック等の老舗フェスは、参加者の高年齢化が進み、世代間の断絶が課題と言われるが、
ローカルフェス主催者の多くが、10 代～20 代の若者を意識したフェスづくりを実践している7。
このことから、フェスを「主催者」の視点から捉えるならば、フェスは世代間の再生産が進んで
いる側面もあり、若者のイベントとは一概に言えない。フェス参加者から主催者へと至る流れに
は、フェスの「歴史・文化」やその「継承」を読み取ることができる。
3-3 音楽以外へのこだわり
ワークショップに参加した主催者は開催地域出身・在住であるため、地元の食や地域を巻き
込んだ企画が多く見られる。また、音楽の面においても、地元アーティストの出演を重視してい
るフェスも多い。長崎県対馬の「TSUSHIMA BORDER ISLAN FES（2016～）」は日韓の
国境に位置している歴史的背景を踏まえ、若い世代の日韓交流を意識し、出演アーティストに
は韓国のアーティストも含まれている。また、対馬の次世代を担う若者を意識し、著名な起業

5 インタビューを実施したフェスは、「廃校グルーヴ（香川）【5/28】」、「hoshioto（岡山）【5/29】」、「ぼくらの文楽（山形長井）

【7/8】」、「HOT FIELD（富山）【8/25】」、「蔵王龍岩祭（山形蔵王）【8/28】」、「TSUSHIMA BORDER ISLAND FES（長崎
対馬）【9/9】」。
6 これは、調査対象主催者のほとんどが、大都市（主に東京・大阪）での生活経験があることにも関係していると考えられる。彼ら

は、地元を離れることで、開催地域を客観的・相対的に観ることが可能になったのではないか。この点に関しては、本プロジェ
クト終了後もさらに多くの主催者インタビューを実施し、また個々の主催者の社会的・文化的背景を深堀することで検証してい
きたい。
7 これは、主催者が結婚して子どもを持つ年齢へと差し掛かっていることも大いに関係していると考えられる。
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家を招いたトークセッションを開催している。また、筆者も実際に参加した山形県蔵王で開催さ
れている「蔵王龍岩祭」（2006～）では、温泉街から会場までをパレードする企画が行われた。
出演アーティストでもある太鼓集団「Alawodudu（アラウォ・ドゥドゥ）」の演奏にのせて、スタッ
フや参加者が入り交じりながら思い思いにリズムを取り、地域住民を巻き込みながら街を練り歩
く姿が印象的であった。

４．フェスアーカイブ
4-1．フェスアーカイブの作成の狙い・目的
全国のフェス開催状況を把握するため、「フェスアーカイブ」を作成した 8。調査の目的は、フ
ジロック以降のフェスの開催状況を把握し、ローカルフェスの全国的な広がりやフェスの歴史
的側面を明らかにすることにあった。このような背景を踏まえて、調査対象は、①1997 年以降
に開始され、現在も継続しているフェス、②継続開催を念頭においたフェス、③ポピュラー音
楽をメインとしたフェスティバルの 3 つの条件を満たすイベントとした。調査の結果、455 件のフ
ェス開催状況を収集することができ 9、継続開催ではないフェスを含めると、フェスの総数はこ
の数字を遥かに上回ると予想される。
4-2．フェス開始年別の傾向
1997～2004 年のフェス開催状況

2005～2010 年のフェス開催状況

沖縄

凡例

●（黄色）：1997～2004 年開始のフェス
●（青色）：2011～2016 年開始のフェス

2011～2016 年のフェス開催状況

沖縄

沖縄

●（緑色）：2005～2010 年開始のフェス
地図：Google マイマップ

上記は、455 件のフェスを 3 つの時代区分（①1997～2004 年、②2005～2010 年、③2011
～2016 年）に区切り、開始年度別に地図上に示したものである。この時代区分に関しては、①
が四大フェスと呼ばれる「FUJI ROCK FESTIVAL（1997～）」「RISING SUN ROCK
FESTIVAL （ 1999 ～ ） 」 、 「 SUMMER SONIC （ 2000 ～ ） 」 、 「 ROCK IN JAPAN

8 アーカイブ作成にあたっては、各フェスの公式ホームページや「Festival Life」〈http://www.festival-life.com〉（最終アクセ

ス 2017 年 4 月 23 日）、「UROROS」〈http://uroros.net/〉（最終アクセス 2017 年 4 月 23 日）等のフェス開催情報を発信す
るウェブメディアを参考にした。
9 同一名称により複数の場所で開催するフェスは同一カウントとした。各フェスの詳細はワークショップのウェブページ上で公開し

ている「フェスアーカイブ 1997-2016」を参照のこと。（http://festival-station.com）
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FESTIVAL（2000～）」が開始され、全国的にフェスが認知され始める時代、②が 4 大フェス
を中心としたフェス参加者の一部が「主催者」としてローカルフェスを開始する時代、③はフェ
スが大衆化し、全国でフェス「主催者」
が増える時代ではないか、との仮説
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実際に 1 年毎の開催状況を見て
みると、2005 年以降は毎年 10 件以
上のペースでフェスが増加し、2010
年には 30 件が開催され、さらに増加
傾向となっている。2011 年には一旦
減少するが、2012 年には 52 件と大

45

40
30

30

26
20 19
18

20
7

10

3

2

6

5

12 12

9
5

5

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

きく増加している。これは東日本大震災以降の「祭り」を求める時代背景とも関連付けて、今後
調査する必要があると考えられる。その後も開催件数は増加傾向にあり、2016 年には 61 件も
の新たなフェスが全国各地で開催されている。
4-3 都道府県別のフェス開催件数
都道府県別のフェス開催件数に関して、最も多いのは東京の 86 件、次いで大阪（41 件）、
千葉（22 件）、愛知・兵庫（20 件）と大都市圏での開催件数が多くなっている。また、全体の傾
向として、開催件数は西日本に比べて東日本の方が多い傾向にある。
その他の特徴としては、静岡・山梨の件数が周辺地域と比べて多くなっているが、これは両
地域が富士山を背後に抱えており、多くのフェスはそのロケーションを求めて開催しているもの
と思われる。また、宮城・福島は東日本大震災以降、「復興」をテーマに掲げたフェスもあり、開
催件数が多くなっている。
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北青岩宮秋山福茨栃群埼千東神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖
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4-4 今後のフェスアーカイブの方向性について
フェスをアーカイブするにあたっては、地理的側面からの把握では限界があり、今後は、フ
ェスの移動性を考慮したビジュアル化を模索する必要がある。また、アーカイブする過程で、
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「レゲエ」や「ジャズ」は一つのジャンルで括れるほど多くの地域で開催されていることが分かっ
た。今後はフェス内部のカテゴリー化の作業やフジロック以前のフェス調査を行い、現代のフ
ェスと接続する試みも行っていく予定である。

５．フェス観測会102016
5-1 フェス観測会開催に向けた準備
①会場選定
ワークショップ会場の「hirafu188」は北海道倶知
安町にあり、冬の時期は多くの外国人スキー客で賑
わうニセコエリアの中心地「ひらふ坂」の中腹に位置
している。北海道では 1999 年から「ライジングサンロ
ックフェスティバル」（以下、ライジング）が開催されて

ワークショップ会場の「hirafu188」

いる。また、国際色豊かな北海道ニセコで開催することにより、アイヌから和人、現代人に至る
まで人類史的な祝祭文化研究の足掛りになるのではないか、という意図もあり、同会場での開
催を決定した。会場となったビルの最上階にあるイベントスペースからは「蝦夷富士」とも呼ば
れる「羊蹄山」を一望できる絶景が眼前に広がっている。会議室や大学構内とは異なり、「フェ
スの想像力が沸き立つ場所」、「フェスを開催したくなるロケーション」である同会場は、まさに
フェスを考えるにふさわしい場所であった。
②参加者の選定
参加者は、なるべく全国各地のフェスを網羅することを意識しつつ、開催地域との関わりが
深いと思われるフェス主催者を招待した。フェス主催者がブッキングで心がけているように、筆
者もなるべくフェス主催者のフェスに参加し、実際に主催者の住む地域に足を運び、企画の
意図を丁寧に説明した。また、より多様な観点からローカルフェスの姿を立体的に捉えるため
に、フェス研究者やフェスメディア、アーティスト等、主催者以外の方にも参加を呼びかけ、結
果的にはスタッフも含めて、総勢約 40 名での開催となった。
③プログラムの検討
プログラムの検討にあたっては、「ロックフェス参加者」から「ローカルフェス主催者」の台頭と
いう流れを可視化し、筆者の仮説を検証することを意識した。そこで、ライジングの企画運営を
行っている㈱ウエスの代表取締役社長小島紳次郎氏に基調講演をお願いした。ライジングは
現在のフェスの流れをつくった日本の四大フェスの一つである。
ライジングの 18 年間の継続的な開催を通じて、「観客」がいかにして「参加者」となり、ローカ
ルフェスを「主催」するに至ったか、その系譜を辿るような流れとした。また、ワークショップ前に

10 「フェス観測会」の由来について、フェスの革新性の一つは、従来のコンサートにおける受動的な「観客」から、共にイベントを

創る主体的な「参加者」への道を切り拓いたことにある。フェスを調査分析するにあたっては、私達は敢えて再び「観客」となり、
フェスを外側から「観る」視点が重要である。また、フェスが私達の予測できないかたちで、全国各地に広まる様子を、気象や
天体になぞらえて「フェス観測会」とした。さらに、ロックフェスを祖先とする現代のローカルフェスは、現代社会の裏側で輝く
「星座」のような存在であり、その星座同士をつなげて、自生的な地方創生の在り方を可視化することも意識している。
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は、フェス研究者やフェスメディアからの発表を行い、フェス主催者にフェスの客観的な視点を
インプットしてもらうことを意識した。
このようなストーリーのもと、ローカルフェス主催者同士のワークショップを 2 日間に渡って実
施した。フェスは、多様な属性の人が流動的に動き続ける時空間だが、観測会では、同じメン
バーで一つの空間を 2 日間共有するというフェスとは異なる設定とし、フェスを外側から客観視
することを意識した。その一方で、ライブやフードの出店等、フェスに準じたコンテンツも盛り込
んだ。
④スタッフ
スタッフは 2015 年のフェスワークショップ11に参加したフェス主催者やフェス参加者等から
構成される「フェス観測所」と呼ばれる実行委員で構成した。メンバーでもあるフェス主催者と
の議論が、参加者の選定やプログラムの検討において、非常に参考になった。また、開催地
であるニセコのまちづくり関係者、ワークショップデザインの専門家、筆者の所属する北海道大
学の学生にも協力を仰いだ。
⑤予算
開催に際しては、トヨタ財団からの助成に加え、北海道の地域活性化に特化したクラウドフ
ァンディング「ACT NOW」に挑戦し、資金を募った。
また、資金が足りない部分は、フェス主催者に一部自己負担をお願いした。本企画の趣旨
に賛同した主催者が集まったことで、フェスについて積極的に語る場が創出された。
5-2 プログラム
（※前日はニセコエリアの視察・倶知安市街地で懇親会）
10/29（土）
10:00～11:00 本プロジェクト・ワークショップの趣旨説明
11:00～12:00 基調講演「ライジングサンロックフェスティバルのローカリティ―18 年の軌
跡を通して」
（株式会社ウエス代表取締役 小島紳次郎）
13:00～13:40 問題共有
「日本におけるロックの歴史と社会」（武蔵大学教授 南田勝也）
「日本のフェス参加者の動向」
（神戸山手大学専任講師 永井純一）
「世界のローカルフェスについて」
（Festival Life、Festival Junkie 津田昌太朗）
14:00～17:30 ワークショップ ROUND1
「ロックフェスが創造してきたローカリティ―現代フェス 20 年を辿って」
（18:00～21:30 懇親会）
18:30～19:30 LIVE&アーティストからみたフェスについて（成山剛（sleepy.ab））
20:00～21:30 羊蹄とフェス～羊蹄山麓を舞台とした仮想フェス構想～
10/30（日）
9:00～12:00 ワークショップ ROUND2「ローカルフェスマッピング」
総括
11 2015 年 3 月に観測会のプレイベント的な位置づけである「フェスワークショップ」を東京の目黒で開催した。ワークショップはフ

ェス主催者を中心としたメンバーにより「フェスのふるまいは社会を変える？」と題したテーマで議論を行った。詳細は後述
（P21）の「フェス観測会 2016 報告書」を参照のこと。
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5-3 ワークショップ参加者
（※プロフィールは 2016 年 10 月時点）
OTO TO TABI（札幌・2011～）
OTO TO TABI は札幌市で 2011 年から毎年開催されている「た
だの音楽好きが集まって作った音楽フェス」。市内のライブハウスや
芸術の森等、開催場所は変わりながら、趣向を凝らした会場デザイ
ンやローカルを意識したラインナップ等により「札幌の冬フェス」とし
て定着しつつある。また、北海道に関連するクリエイターの作品を扱
ったオンラインショップ「とひとひと」を運営している。
船山裕紀（ぼくらの文楽・山形長井・2011～）
2011 年から山形県長井市西根地区で開催されている「ぼくらの文
楽」を主催。2012 年に西根地区へ移住。同フェスは、西根地区公民
館が事務局・会場となることで、「地域のお祭り」として認識され、子ども
からお年寄りまで多くの地域住民が参加している。フェスはライブ・講
義・ワークショップを軸にした内容が特徴。普段はフリーフォトグラファ
ーとして活動。バンド「SHIFT」のメンバーでもあり、過去には山形の伝
説的 DIY ロックフェス「DO IT-YAMAGATA MUSIC FES」にも携わ
る。
鑓水大輔（蔵王龍岩祭・山形蔵王・2006～）
山形市出身・在住。高校時代にハードコアムーブメン
トの影響で音楽に触れる。舞台屋として地元山形で音響
を手掛け、現在は独立しヘラジカサウンドとして活動中。
山形県の蔵王温泉スキー場で行われる入場無料の音
楽祭「蔵王龍岩祭（ZAO DRAGON ROCK FESTIVAL）」実行委員長。龍岩祭は 2006 年に
スタートし、入場無料で「アーティストや関係者、観客の垣根を取り払う」ことがコンセプト。山形
市や蔵王温泉街の若者がスタッフとしてフェスを支えている。
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小此木翼（Walkin’ Media “ennas”・東京・2013～）
「Walkin’ Media “ennas”」は「縁が繋がり、円と成り宴と
成す」をテーマに掲げ、多角的に『en』をクリエイトする、縁の
クリエイティヴ集団。メンバーが日々の生活で出会ったモノ・
ヒト・コトを世に広め、縁を繋げていく活動の一環としてフェス
を開催。これまでに「温楽祭」（2013 年）、「学縁祭」（2014 年）、「縁日祭」（2015 年）と題し、温
泉施設や廃校を舞台に開催している。下北沢出身・在住で地域活動やボランティア活動にも
奮闘中。
田村いっぺい（freeShelter・静岡・2011～）
毎年 7 月、静岡県富士宮市の「ハートランド朝霧」で開催され
る野外音楽フェス「Free Shelter」を共同主催。富士市出身・在
住。アウトドア・旅・音楽・料理・まちづくりなど幅広い興味をベー
スに富士山周辺を飛び回りながら活動。東海道の宿場町「吉原
宿」として栄えた吉原商店街にある、廃ビルをリノベーションした
「MARUICHI BLDG.1962」にて運営マネージャーを務めながら、同ビルに自身の飲食店、
OLD PIZZA HOUSE bird を持つ。その他、シェアハウスの運営や、ローカルキャンプのガイ
ドなどに携わる。
高橋淳（乙事キャンプ・長野八ヶ岳・2001～）
長野県諏訪郡在住・出身。オーガナイザー、ギタリスト、木こり。
「繋がりと調和」をテーマにした「乙事キャンプ」を八ヶ岳の麓、長野
県富士見町で 2001 年より開催。「みんながスタッフであり、ゲストで
ある」ことを理念とし、八ヶ岳周辺の繋がりを創出している。同フェス
を主催する集団「The Power of Friends(P.O.F)」では、多彩なジャ
ンルが混在・共存する山の市場「Souq Souq(スークスーク)」も展開している。16 年の経験が生
かされ、最近は地域イベントのプロデュースも数多く手がけている。
大原智（ITAMI GREENJAM・伊丹・2014～）
伊丹市出身・在住。音楽事務所 music&culture
neonM 代表／一般社団法人 GREENJAM 代表
理事。2014 年より地元である伊丹市の昆陽池で開催
されるフリーフェス「ITAMI GREEN JAM」を主催。
「若者が作る伊丹全体活性化イベント」「地元若手クリエイターの創造性を活用した地元貢献」
をコンセプトに、世代間・地域間・未来への繋がりを意識したフェスを開催している
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波多信治（廃校グルーヴ・香川塩江・2015～）
香川県高松市塩江町（2005 年高松市に合併）で開催されている
「廃校グルーヴ」実行委員会代表。香川県高松市出身。30 歳手前で
U ターンをして、音楽レーベル「Naoshima Records」の立ち上げや
直島でのカフェ開業、ウェブマガジン「しまのこと」、高松市の高松常
盤町商店街での活動等、瀬戸内海の島々や高松市に根ざした活動
を展開。2015 年、高松の奥座敷と言われる「塩江温泉郷」で、廃校エ
リアから新しい世代間交流によって新しいグルーヴを生み出そうという思いから、同フェスを開
始。
藤井裕士（hoshioto・岡山井原・2012～）
岡山県井原市美星町のフェス「hoshioto」実行委員会代表。
岡山県井原市出身・在住。はじめて参加したフェスは第一回
目の 1999 年「ライジングサンロックフェスティバル」。その後、
「フジロックフェスティバル」に参加。その魅力にはまり、毎年
通い続けるようになる。「いつか地元でもフェスを」という思い
を抱くようになり、2012 年、星空が綺麗なまちとして知られる
地元井原市美星町で「hoshioto」を開催。コンセプトは「星と音が交わるあの場所へ」。今年 5
周年を迎えた。hoshioto 以外にも「JOKAFES」「machioto」「oto note」などのイベントを主催
している。
小宮大輔（TSUSHIMA BORDER ISLAND FES・長崎対馬・2016～）
2016 年 10 月に長崎県対馬で新たにスタートした「TSUSHIMA
BORDER ISLAND FES」共同実行委員長。福岡県在住・対馬市出
身。同フェスを通じて、対馬の魅力発信、日韓の国境を超えた交流の
場の創出を目指している。対馬のローカル WEB メディア「ツシマト」、
ライブイベント「ロックの夜明け」、DJ イベント「suitoto（スイトート）」、
音楽レーベル「カドデ」、福岡の会社「ウミーベ株式会社」での釣り系
アプリの開発マネジメント等、ローカルに根ざした活動を行っている。
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【ワークショップ参加者の主催フェス一覧】
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【ワークショップ参加者一覧】

12

5-4 ワークショップ結果概要
①「ライジングサンロックフェスティバルのローカリティ―18 年の軌跡を通して」
株式会社ウエス代表取締役の小島紳次郎氏に、基調講演、ライジングに関する一問一答、
フロアとの応答を行ってもらった。
冒頭の基調講演では、会社を立ち上げた経緯から、ライジングに至るまでの音楽イベント開
催の歴史、そしてライジングが 18 年築き上げてきた歴史や文化について語られた。小島氏の
音楽人生で一貫しているのは「ないものは自分たちでつくってしまえ」という精神であり、その
精神は会社の立ち上げやライジング以前に北海道で開催してきた数々の野外イベントとして
具現化されている。その一つの集大成が「ライジングサンロックフェスティバル」である（小島氏
にとっては一つの通過点でもあるかもしれない）。ライジングの運営に関しては、スタッフも含め、
フェスに不慣れな参加者が回を重ねるごとに学習することで野外の環境に適応し、自らがフェ
スの雰囲気をつくりあげる存在へとなっていったことが語られた。例えば、ライジングの風物詩
にもなっている出演アーティストの缶バッジを交換するコミュニティは、参加者同士の交流から
生まれたものである。
次にライジングが 18 年継続してきた背景を探るため、6 つのキーワード（①場所、②実行委
員会・スタッフ、③アーティスト・タイムテーブル、④音楽以外のコンテンツ、⑤料金・事業規模、
⑥継続性・継承性）を基に一問一答を行った。このキーワードは後述するフェス主催者のワー
クショップにおけるテーマでもある。ここでもライジングがスタッフだけでなく、多様なフード出店
者やごみの分別ナビゲートを行うボランティアスタッフ、音楽以外のパフォーマンス、アーティス
ト同士のコラボレーション等の創意工夫から成り立っていることが明らかとなった。
最後にフロアとの応答において、全国のフェス主催者から、フェスをつくる側の視点から心
がけてことについて多くの質問が投げかけられた。自身が代表の立場ではあるが、若手スタッ
フの意見を取り入れ、自身も海外のフェス等を視察し、常に貪欲にフェスづくりに取り組んでい
ることが語られた。小島氏の「僕らが提供するのは 80%ぐらいであとの 20%はお客さんがつくっ
ていけばいいんですよ」との言葉に象徴されるように、参加者が創意工夫をする「余地」がある
ことが、常にフェスを活性化させ、継続につながっていることが分かった。
②問題共有
フェスを外側から「観る」視点として、フェス研究者・フェスメディアから発表をしてもらい、ワ
ークショップに向けた問題共有を行った。はじめに、ロック研究者の南田勝也氏から「日本に
おけるロックの歴史と社会」と題し、日本における現代のフェス文化の「根付き」について、オル
タナティブカルチャーの視点から発表いただいた。次に、フェス研究者の永井純一氏から「日
本のフェス参加者の動向」と題し、主に青少年へのアンケート調査分析からフェス参加者の特
徴についての説明が成 された。また、フ ェスに関するウェブメディア「 Fesitival Life 」 、
「Festival Junkie」を運営する津田昌太郎氏からは、メディア立ち上げの経緯や、世界のロー
カルフェスが紹介された。
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③フェス主催者同士の対話によるワークショップ
①～②を踏まえて、ローカルフェス主催者が、フェス開始年の違いに基づき、3 グループに
分かれてワークショップを実施した。ワークショップでは、フェス主催者同士の対話から、主催
者が自らのフェスの固有性を確認・発見し、主催フェスを 6 つのキーワードに基づいた各マッ
プ上に貼りつける作業を行った。マッピングの過程ではゲストスピーカー、一般参加者も会場
を回り、適宜主催者と意見を交わしながら、各フェスの特性を探り当てていった。
【ワークショップの手順】

観測会初日に、6 つのキーワードに基づ

【ローカルフェスマップ】

いたマッピングを行い、2 日目にはその結果

ソト

を総合した「ローカルフェスマップ」を作成し
ソト

外に開く

Walikin’ Media
“ennas”

OTO TO TABI
hoshioto

ウチ

た。マップの座標軸である「外 に開く／内 の
を志向（ケ）」及び各 4 象限における「祭り」
「フェス」「イベント」「展示」の分類名は、ワー

TSUSHIMA BORDER
ISLAND FES

ITAMI
GREENJAM

結束」、「非日常を志向（ハレ）／日常の延長

イベント

フェス

日常の延長
を志向
（ヶ）

クショップの過程で、参加したフェス研究者

蔵王龍岩祭

非日常
を志向
（ハレ）

乙事
キャンプ

から提案されたものである。
ワークショップの結果からは、同時期に始

廃校
グルーヴ

まったローカルフェスの中でも「フェス」と一

展示

括りにできない主催者の志向性の差異を読

祭り
Free
Shelter

み取ることができた。一方で、主催者同士が

ぼくらの文楽

ウチ

内の結束

対話するプロセスは、非常に白熱したものと
なり、全国各地で異なるフェスを志向していながら、そこには共通した「フェス文化」があること
をワークショップ参加者全体が実感できる場となった。
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④ワークショップの場について
ワークショップではフェスに関する議論を創発するため、また、フェスを多角的な視点から捉
えるために幾つかのコンテンツを用意した。
一つは「 LIVE＆アーティストから見た フ ェスにつ いて 」 と題し、 アーティストの成山剛
（sleepy.ab）氏を迎えてトークショーとライブを実施した。成山氏はライジングやフジロック、サ
マーソニック等の大型フェスはもちろんのこと、地方のローカルフェスやカフェ、屋形船、路面
電車等様々な場所でライブを行っており、演奏する場所や聴衆との関係性を大切にしている。
筆者は成山氏の曲に参加者が歌詞をつけるというイベント 12で同氏と知り合ったが、演奏や
CD を聴くというかたちではない「音楽」との関わり方を体験できた貴重な機会であった。トーク
ショーは hoshioto の藤井裕士氏を聴き手に迎え、アーティストとしてのフェスへの思いを語っ
てもらった。その中でも藤井氏の「hoshioto にはある意味バックヤードがない」との言葉が印象
的であり、フェスでは主催者・観客・アーティストがフラットな関係にあることが分かった。
また、「羊蹄とフェス～羊蹄山麓を舞台とした仮想フェス構想～」では、ニセコ町地域起こし
協力隊の方や会場である hirafu188 のオーナーに地域の現状を共有してもらったうえで、ニ
セコエリアでのフェス開催の可能性について議論を行った。参加者からは「移住者も含め、羊
蹄山は昔から自然のエネルギーをもらって恩恵を受けている民族という視点を持てれば素晴
らしい」、「北海道に来て移民の文化をすごく感じていて、新しいことを始めることに関してゼロ
スタートで行ける場所だと感じている」といった意見が出され、フェスを開催する上で、場所の
歴史的文脈を意識していることが伺われた。
初日の夜は同会場で懇親会を行い、上記の企画の他に、ニセコのクラフトビールの出店や
周辺地域のミートショップにジンギスカン等をふるまってもらい、実際のフェスの雰囲気に近づ
けること、短い滞在時間の間でも地域性を感じ取ってもらえることを意識した。

【ワークショップの様子】

12 2015 年 2 月 25 日に札幌で開催された「地元の冬フェスで熱くなろう！～音楽を楽しむ方法～」の中で行われた企画。同イベ

ントは「OTO TO TABI 2015」のプレイベントとして、市民大学「札幌オオドオリ大学」の授業として実施された。
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６ プロジェクトを通じた新たな社会の価値の創出
6-1 社会の新たな価値としての主催者
本プロジェクトでは、従来フェス研究で着目されてこなかった「主催者」に焦点を当てた。あ
らゆる場所にフェスが遍在するようになった現代社会において、フェスの「内と外」の境界線上
に位置し、フェスの「外側」の視点を持つフェス主催者同士が、「なぜ私達はフェスを主催（オ
ーガナイズ）しているのか」という問いを基に対話を実施した。それは、当事者であるフェス主
催者が「フェスを主催すること」に対して自覚的になること（祝祭性のマネジメント）を意図したも
のでもあった。プロジェクトを終えてみて、「フェス主催者」こそがこれからの社会を先導する存
在であり、彼らを社会的に価値づけることが、従来のフェス研究を継承し、なおかつ更新するも
のであると確信している。
6-2 フェス「参加者」研究の更新
本プロジェクトは、フェスの「主催者」に着目することで、従来のフェス研究を更新することを
意図するものであった。
従来のコンサート・ライブにおいて、聴衆は特定のプログラムに沿った音楽演奏を受容する
「観客」として位置づけられる。一方、フェスでは複数ステージが同時進行するプログラムが一
般的であり、聴衆が自らプログラムを編集する「参加者」となることが求められる。フェス研究は
2000 年代半ばから、このフェス特有の「参加者」への着目から始まったが（岡田 200313,南田
200414,永井 200615等）、その後現在に至るまで大きな進展を見せていない。それは、フェス研
究が参加者研究に傾倒してきたことに起因すると考えられる。
その背景として、そもそもフェス参加者とは、当初から雑誌メディア等の文化産業の啓蒙に
より「動員」される存在でもあり、その主体性には疑問符が付けられていた（岡田同上）。また、
2000 年代後半以降、参加者は東裕紀の「データベース消費」16の議論と結びつけられ、動物
的な存在として位置づけられる（南田 2007）17。参加者は一見、会場内での行動や演奏を聴き
たいアーティストを自ら選んでいるように見えて、その実、膨大な音楽データベースの集積の
、、、、、、、
中から選ばされているというわけだ。
このことから、フェスに参加することは現代社会の写し鏡として論じられる。フェス研究者の
永井純一はフェスにおける「参加」の体験について、以下のように指摘している（永井 2016 前
掲）。

13 岡田宏介（2003）「イベントの成立、ポピュラー文化の生産――「（悪）夢のロック・フェスティバル」への動員はいかにして可能

か」東谷護(編)『ポピュラー音楽へのまなざし――売る・読む・楽しむ』勁草書房，pp.102-124
14 南田勝也（2004）「いま、野外ロックフェスに集まる人々―音楽ライブにおける聴取スタイルの変容（特集 現代ライブエンタテ

インメント考）」『アウラ』（164），pp.14-18
15 永井純一（2006）「＜参加＞する聴衆――フジロックフェスティバルにおけるケーススタディ」『ポピュラー音楽研究』10，

pp.96-111
16 東浩紀（2001）『動物化するポストモダン―オタクから見た日本社会』講談社
17 南田勝也（2007）「メディア文化の未来―身体へ波及するデジタルなモード」富田英典・南田勝也・辻泉(編)『デジタルメディ

ア・トレーニング―情報化時代の社会学的思考法』有斐閣,pp.227-249
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シミュラークルと化したフェスにおける体験は、日常生活にフィードバックされ、重ねあわ
される。重層化した出来事に対処し、同時進行する人間関係をマネジメントすることは、現
実世界となんらかわりがない。〈参加〉とはそれをうまくやるやり方であり、フェスを楽しむだ
けの作法ではなく、複雑化した社会を生き抜くためのスキルや戦略でもある。（永井 2016：
215）
ここにはフェス参加者研究の一つの到達として、なぜこれほどまでにフェスが社会に広まっ
たのか、その理由が明確に表現されている。永井は、フェスは生き辛い現実社会の「緩和剤」
として機能し、フェスに参加することでその現実を「やり過ごす」ことができると指摘している。こ
のことは現代の祝祭である「フェス」が、現実の社会自体を変革してきたといえなくはないが、
永井はフェスについて以下のようにも指摘している。
そこでは、もはや過去も未来も参照されない。フェスは、〈いま・ここ〉を楽しむために体験
される。不確実で不安におおわれた現在と、不安定な自分を、少しでも肯定するために。
（永井 2016：216）
この指摘からは、フェスに「参加し続ける」ことは、結果的には現実をやり過ごすことになって
しまうといった諦観のような意識を読み取ることができる。では、参加者の「主体性」は結局のと
ころ高度資本主義社会に管理されるものでしかなかったのだろうか。
6-3 フェスを「主催者」から捉え直す
本プロジェクトでは、1990 年代後半以降のフェス 20 年の歴史を「主催者」の視点から捉え
直すことを試みた。なぜなら、そこには「参加者」から「主催者」への流れを見出すことができ、
フェスを歴史・文化的な視点から論じることを可能にするからである。
岡田（前掲）が指摘するように、現在のフェスの隆盛は、そもそも参加者の主体性なしには
成立しないものであった。フェス参加者が創出されるきっかけとなった第 1 回目のフジロック自
体が、台風という予測困難な天候に左右された出来事だったからである。スタッフを含めた参
加者が、フェスに不慣れな中、試行錯誤しながらなんとかその場を乗り切ろうと取った各自の
行動には、参加者の自発性があったはずであり、その参加者の自発性にこそ文化産業側は商
品価値を見出したのである。現在のフジロックは商業的な要素が多分にあることは事実である
が、この第 1 回目における参加者の自発性が「伝説」として記憶されていることで、フジロックの
真正性は保たれているといえる。
そして、この第 1 回フジロック参加者の自発性は、裏を返せば主催者としての歴史の始まり
でもあった。2015 年 3 月に行った「フェスワークショップ」において、主催者はフジロックの魅力
として「行動の自由さ」を挙げていたが、ここからは（当時は参加者であった）主催者が自ら場を
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つくりこめる余地をフェスに見出していたことが分かる。さらに、主催者の「フェスでは能動的に
自分が動きたいように動ける。でも実は動かされている・仕組まれているんだけど」という言葉
は、フェス参加者の主体性が実はデータベース消費的な想像力によって仕組まれているかも
、、、、、、
しれないことを後に主催者となる参加者自身が自覚していたことを意味している。
同様のことはライジングの例においても見出すことができる。観測会の基調講演で小島氏は
フェスがビジネスであるとしつつも、48 時間、場そのものを楽しむような現在のスタイルは、スタ
ッフと参加者が共に学習した結果、成立したものだと語っている。今ではライジングの風物詩と
なった参加者同士が缶バッジを交換し合うコミュニティも、最初から仕組まれたものではなく、
主催者側に「発見」され、結果的にマーケットの対象となったとの証言からは、参加者の自発
性を読み取ることができる。小島氏の「僕らが提供するのは 80%ぐらいであとの 20％はお客さ
んがつくっていけばいいんです」との言葉に象徴されるように、フェスの会場には、参加者の自
発性が発揮される余白がある。音楽イベント運営に関しては素人同然であった「OTO TO
TABI（札幌・2011～）」主催者がライジングに参加して「フェスをやろう」と思い立ち、実際に実
現してしまったように、参加者は、マーケットの対象となるような「画一的な参加者」としてフェス
の枠内に収まるのではなく、自らが場をオーガナイズする可能性にも開かれているのである。
6-4 社会の新たな価値の創出をめざして
このように、フェスを「主催者」の視点から捉え直すことで、グローバルな高度消費社会に飼
い慣らされる「参加者」といった従来のフェスのイメージを更新し、フェスの可能性を再度語る
道筋が見えてきた。このようなフェス主催者が全国で同時多発的に生じていることを実証し、フ
ェスを「点」ではなく「面」として捉えようとしたのが本プロジェクトであった。「フェス観測会 2016」
に集まったフェスはその一部分に過ぎないが、ほとんどのフェスが商業ベースではなく、場合
によっては、自ら赤字を抱え込みながらも、開催する意義を感じ、継続開催していることが主催
者同士の対話から明らかになった。また、蔵王龍岩祭（山形蔵王・2006～）主催者の「自分で
も『軸ってあったんだな』と気づかされた」との言葉に象徴されるように、観測会の場自体が、フ
ェス主催者が「フェスを主催する」自分自身を客観視する効果をもたらしたと筆者は考えている。
このことにより、フェス主催者がフェスの内部に留まらず、現代社会において自らがどのような
価値を持っているのかを考える大きなきっかけとなったのではないだろうか。
6-5 今後の課題
これまでの議論を集約すると、フェスでは、特定の場（ステージ）に留まらないことが、新たな
参加者や音楽との出会いを創出し、参加者はその過程で自らが場をつくりこめる「余地」をフェ
スに見出していった。そのような「フェス文化」をフェス主催者が「継承」し、各地で実践している
とするなら、それはどのような社会の新たな価値を創出していると言えるのだろうか。本プロジ
ェクトを通じて明らかとなった今後の課題について 3 つの視点から簡潔に述べてみたい。
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①フェスの「文化」や「歴史」をいかにして実証するか
そもそもフジロックは、全国各地から参加者が集まることで成立しており、開始から 20 年継
続していても、参加者の間に開催地である新潟県湯沢町への帰属心が高まっているわけでは
ない18。再三述べているように、フェス内部において参加者は特定のステージやコミュニティに
留まらない緩やかな関係性を志向しており、その文化を継承した参加者が主催者となり、全国
で同時多発的にフェスが急増することにつながっている。
つまり、特定の場所やコミュニティに留まらないことが「フェス文化」の根幹にあるとするなら
ば、全国に広まったローカルフェスを既存の儀礼・祝祭と重ね合わせる、あるいは若者の新た
な地域活性化として捉えることは、フェスの表層的な見方に過ぎない。観測会においても、参
加フェスが「祭り／フェス／イベント／展示」の 4 象限に分類されたように、全国各地のフェスを
一括りにすることはできない。このことに関連して、OTO TO TABI の主催者が非常に興味深
い発言をしている。
フェスというキーワードで僕ら今回集まって、こうしてみるとフェスという言葉の中でもいろ
んな捉え方があって、それぞれのイベントごとに考え方が違うことを改めて確認しました。た
だ、フェスという言葉で引っかかってここに集まった共通の認識ってどこかにあるんじゃない
かと個人的には考えています。
ここに暗に示されている「フェス」を通じた「共通の認識」とはどのように実証することができる
だろうか。フェスの文化や歴史は特定の場所やコミュニティに集積するものではなく、フェス参
加者が会場内を歩きながら他者や音楽と出会い、相互に作用する流れの中に見出される。そ
れは一瞬の出会いに過ぎないのかもしれないが、フェスでは丸 1 日から多ければ 3 日間程、
その一瞬の出会いが参加者の身体を通して継続的に実践されることで、個人の中に積み重な
り、フェスのふるまいとして慣習化される。
ここに見出される特定の場所やコミュニティに紐づかないフェスの文化や歴史は、冒頭で述
べた自生的な地方創生の在り方を示唆するものであり、この点にこそ新たな社会の価値がある
と筆者は考えている。プロジェクト終了後も、調査するフェスを拡大し、フェス主催者同士の関
係性の社会的な意味づけを行うことで、新たな社会の価値としてのフェス主催者（のパフォー
マンス）を実証したい。
②フェスにおける「音楽」の意味
もう一つ、重要な論点として、フェスにおける音楽の意味についての議論が残されている。
前述のように、これまでのフェス研究は参加者研究に傾倒してきた一方で、フェスにおける音
18 そもそも 1997 年の第一回目フジロックはその名の通り、富士山の麓に位置する山梨県富士天神山スキー場で開催されてお

り、翌年は東京都の豊洲で開催されている。現在の新潟県湯沢町での開催は 1999 年の第 3 回目以降である。毎年通うリピー
ターはフジロックへの帰属心を持っていたとしても、必ずしも湯沢町への帰属心を持っているわけではない。（フジロックをきっ
かけに湯沢町に移住するわけではない）
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楽についてはほとんど議論されていない。フェスでは特定のステージに集中しないことがある
種の規範となっているが19、これはフェスにおける音楽の重要性が極めて低いことを意味する
のだろうか。
この点に関して、クリストファー・スモールは、「ミュージッキング」という概念を提唱し、音楽は
人間の行為の上において初めて成立する出来事であると指摘している20。例えば CD は独立
したモノとしては存在せず、個人の聴くという行為や物理的な場所、個人の社会心理的状況
の上に成立している。観測会のワークショップにおいては主催者がフェスを「つくる」プロセスに
焦点を当て、音楽の内容面について直接取り上げることはしなかった。では、フェス主催者の
フェスをつくる行為は「音楽」とどのような関係にあるのだろうか。
日本における音楽フェスティバルの歴史を遡ると、1980 年半ばから 90 年代半ばにかけて
数多くの「国際音楽祭」が開始されている21。それらは主に「クラシック音楽」をメインとしたフェ
スティバルであったが、その背景には、バブル期における各市町村の「文化ホール」建設ラッ
シュがあり、その活用手段としてクラシック音楽祭が開催されるようになる22。宮本直美はクラシ
ック音楽祭のオーセンティシティ（真正性）は「演奏の『質』への欲求」に見出されると指摘して
いる（宮本 2009）23。宮本によると「重要なのは、演奏の質が世界共通に通用する“客観的”基
準によって保証されているように見えながら、そのじつ、西洋の伝統的な演奏スタイルの伝承
によって承認されているということである」（宮本 2009:388）。つまり、クラシック音楽祭において
は西洋の伝統に忠実であることが重要であり、開催地域のコンテクストはあくまでも二次的な要
素に過ぎない。本プロジェクトとの関連において重要なのは、その「伝統」が観客の行為として
どのように実践されたかということである。
当然のことだが、文化ホールとは座席が指定され、観客同士の交流の可能性が予め制限さ
れた環境である。そこでは音楽を聴くという行為以外はマナー違反と見なされるが、一方でそ
れは「演奏の質」の向上に貢献する行為でもある。これがクラシック音楽祭におけるミュージッ
キングの一つの側面であるならば、フェスのミュージッキングはそれとは対照的である。フェス
ではステージの演奏に集中する観客もいれば、寝転がって演奏を聴く者、あるいはステージに
背を向けて参加者同士談笑する者や、そもそも大半の時間をステージ以外の場所で過ごす
者もいる。これはフェスが、音楽の聴き方の多様化に留まらず、音楽との関わり方自体の再考
を促す契機になり得ることを意味する24。
19 フェスでは、特定のアーティストを目的とした観客がステージの前に陣取り、他のアーティストに興味を示さないふるまいは「地

蔵」に例えられ、フェスの雰囲気を壊す存在として忌避されている。
20 スモール，クリストファー(1998＝2011)『ミュージッキング―音楽は＜行為＞である』野澤豊一・西島千尋訳,水声社
21 杉浦幹男・花崎あゆみ（2003）「データでみる音楽祭」UFJ 総合研究所(編)『地域社会と音楽祭』UFJ 総合研究所芸術・文化

センター,pp.2-9、山本美紀（2003）「戦後の日本における国際音楽祭の受容に関する一考察」『文化経済学』3（3）,pp.65-75
22 公益財団法人音楽文化創造（2001）『日本の音楽祭・フェスティバル―現状・課題・展望』
23 宮本直美（2009）「日本における音楽祭の変遷とオーセンティシティ」『社会学評論』62(3),pp.375-391
24 伊志嶺（2006）によると、1995 年以降に誕生したクラシック音楽を主体とした音楽祭に関して、コンサート以外のセミナーや市

民参加型プログラムが付加されたものがそれ以前と比べて増加しているという（伊志嶺絵里子（2006）「日本の音楽祭の活動
状況とマネージメントに関する一考察―市民参加、協働のあり方について」『文化経済学』5(1),pp.83-93）。ミュージッキングの
観点を踏まえるならば、ロックフェスに限らず音楽祭全体が「参加型」の傾向を示していると言えるだろう。
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国際音楽祭の隆盛期における地方の地域活性化は「箱モノ行政」と揶揄され、その画一化・
均質化が指摘された。フェス主催者を地域社会における新たなまちづくり・ひとづくりの担い手
と位置づけるならば、私達の常日頃の音楽との関わり方こそが重要であるのかもしれない。
③現場との対話を積み重ねていくこと
最後に、本プロジェクトが「アクション・リサーチ」としての側面を多分に兼ね備えている面に
ついて言及しておきたい。ワークショップにおけるローカルフェスのマッピングは、主催者同士
の対話はもちろん、主催者と研究者の対話があって初めて成立したものであった。本プロジェ
クトの重要なキーワードである「観測」とは、主催者と研究者の中間領域を意味しているが、場
合によってはその両極に振れることもある。観測会では主催者が「研究者」の視点を借りて自ら
のフェスを観る、あるいは研究者が「主催者」の視点を借りてフェスを観る場面が幾度もあった。
この点にこそ、本プロジェクトの場がもたらした最大の価値があると言えるだろう。
筆者に今後求められているのは、再度研究者の極に振れて、ワークショップの場を客観的
に分析し、言語化することであろう。後日主催者から「フェス観測会は研究の場だとは思ってい
ない」という言葉をかけられたが、これは観測会の成功を意味すると同時に、研究者としての立
場を改めて自覚する必要性を感じる出来事でもあった。
また、観測会のテーマを「場所」・「ローカル」とした背景には、フェスを従来の地域社会にお
ける儀礼・祝祭の枠組みで解釈したいという筆者の意図が、無意識にでも反映されていること
は否定できない。結果として、そのことが特定の場所やコミュニティに留まらないフェスの特性
を導くことにもなったが、一歩間違えれば、議論を誘導しかねないリスクを伴う。研究者が一度
は現場に身を浸すことが重要である一方で、自らがそのことにいかに自覚的であれるか。この
ことを常に意識しながら、今後も現場との対話を積み重ねていきたい。
「フェス観測会 2016 報告書」
本プロジェクトの成果の一つとして「フェス観測会 2016 報告書」を
作成した。同報告書には開催に至る経緯やワークショップの詳細な
記録、参加者の声等を掲載している。実施報告書と合わせてご参照
いただきたい。報告書はウェブ上からダウンロード可能。
（https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/65492）
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