
 

 

修 士 論 文 要 旨 

 

 

 

アーツ・フォー・ピースを通じた関連性の再生 

―NGO 団体 Beyond Skin でのフィルドワークと「happening」について― 

 

 

 

 

 

 

 

国際基督教大学大学院 アーツ・サイエンス研究科 

公共政策・社会研究専攻 

 

Graduate School of Arts and Sciences 

International Christian University 

Public Policy and Social Research Program 

 

 

 

 

２０２０年５月１５日 

 

 

ウィリアムズ シアン スウ 

WILLIAMS, Syann Sue 

 

 

 

 

 

論文指導教授 カレン , ベヴァリー F.M. 



修士論文要旨 

 

はじめに 

平和研究では過去 10 年で「平和」の概念が、リベラルな平和構築からの批判を受け再考

されてきた。平和学者のグループが、平和を「具体的な状況」もしくは「実体」ととらえる

通説的な立場―ユートピア的事業を遂行することでヨーロッパ中心主義的な規範を終着点

として達成するする静的な概念―を否定した(Hinton. Rethinking Peace 2019, xv)。彼らは

平和を言葉による思想の伝達、変換、記憶、と対話(Hinton 2019, xix)で形成され、様々な方

向に刻々と変化するプロセスと捉えている。平和の捉え方が、達成可能な静的概念から常に

配慮が必要な変化し続けるプロセスへと変ったことで、再考すべき課題が増えている。この

ような背景の下、Hartmut Behr と Morgan Brigg が人間の相違の観点から関係性の概念を

提示している。関係性アプローチは、対人関係もしくは人以外の物との関係の進行中の多方

面にわたる相互作用に着目する。人や実体が不変で変えられない文化的背景を背負うと先

験的に推測するのではなく、関係性アプローチでは実体に関する知識と存在は相関性があ

り、相互作用によって導かれるとする。Behr と Brigg は、それぞれ関係性と相違を異なる

視点でとらえるものの、人間の相違を理解し対処する方法が平和的構築の核心にあるとす

る。Behr の Phenomenological Peace(Behr ‘Peace-in-Difference’ 2019; ‘Phenomenological 

Peace’ 2019) は相違を非本質化してポジティブに受容することを要求する。Brigg の 

‘Relational-Essential’理論は、(Brigg, ‘From Substantialist to Relational’ 2019; ‘Relational and 

Essential’ 2019) 相違は人生における基本として認識されるべきだとする。Behr と Brigg の 

それぞれの相違理論を平和構築場面で「運用」する試みは示唆に富んでおり、すでに運用さ

れている関係性アプローチ再考の参考になる。 

Allan Kaprow が 1950 年代末期から 1960 年代にかけてしかけた「ハプニング」や「イベ

ントとしてのアート」が、アバンギャルド芸術が静的なファイン・アートの既成の原則やし

きたりを否定し、関係性アプローチで参加者と流動的な相互作用を目指す類似例としてあ

げられる。Kaprow にとって、「ハプニング」は単純に起こる出来事であった。 (Kaprow 

‘Happenings in the New York Scene’ 1961, 16).  「ハプニング」に関する理論を(Kaprow, 

‘Happenings in New York Scene’ 1961; ‘Happenings are Dead’, 1966; Assemblages, 

Environments and Happenings 1966; ‘Some Recent Happenings’ 1966; ‘Pinpointing 

Happenings’ 1967; ‘Preface’ 2001)、一連の「運用原則」へと発展させ、芸術分野での関係

性アプローチ実践について初歩的なガイダンスを提供している。ビヨンド・スキンで行った

フィールド・リサーチでは、「アートで平和」ワークショップや「イベントしてのアート」

が平和構築分野での構造的な課題に適応しながらも Kaprow の運用原則に沿っていること

が判明した。Kaprow とビヨンド・スキンのアプローチは、Behr と Briggs の理論を実践す

る際の一助となるであろう。 

 



Hartmut Behr の Phenomenological Peace  

Behr の哲学理論では、平和的関係は、人が他人との無数の文化的、宗教的、社会的、身

体的相違をどのように捉え行動するかに直接関係する。紛争は、相違の本質化によって人が

支配下におかれ、もしくは排除された時に起こる。Behr の本質化の定義は、人の存在を、

普遍化された規範制度の中で肯定的もしくは否定的にとらえる一つの属性または本質に帰

属させ、その規範制度の中での階層に分類することである(‘Phenomenological Peace’, 1)。 

本質化により人が階層的なランクを与えられることが紛争へと発展する。しかしながら、人

との相違は本来存在するもので、肯定的もしくは否定的に捉えることが直接平和形成に影

響する。 

 

Morgan Brigg の Relational-Essential theory 

Brigg は同様に人の相違を本質化し「もの」もしくは内的一貫性のある「実体」と捉える

ことを否定する。全知全能者を前提とすることで静的なアイデンティティーや階層的な関

係 (‘Substantialist to Relational’, 199)が想定されるからである。その Relational-Essential 

理論は静的な相違の観点を否定し、流動的な相互作用と過程からなる関係ととらえる。しか

し Brigg にとっては、相違を非本質化することは、単に相違をヨーロッパ中心主義的規範

制度内で非政治化し、本質化された集団の政治的影響力を否定することを意味する。相違が

本来備わっているものである以上、相違の核心は関係性の範疇で捉え相互作用の際に配慮

される必要がある。例えばオーストラリアのアボリジニーのしきたりを現地の紛争解決手

続に組み込むことなどである(Relational and Essential’, 362)。Brigg はその relational-

essential アプローチを現行の平和維持構造や実際の紛争解決場面で運用することの難しさ

を認識している。  

 

Allan Kaprow の「ハプニング」  

Kaprow は 1959 年から 1960 年にかけて「ハプニング」を仕掛け、アートと日常生活の

境界を流動的に捉える試みを実行した。当初「ハプニング」は簡単にいうと発生するイベン

トであるとした。(Kaprow 「ニューヨークでのハプニング」 1961, 16)。概して「ハプニン

グ」はイベントとしてのアートであり、より踏み込んで言えば即興パフォーマンスやイベン

トであったが、演劇とファイン・アートの構造や規範は否定された。かわりにおおまかな方

向性をもつアート・イベント(19)の「ハプニング」では、参加者が他の参加者やものとの流

動的で即興的なやりとりを繰り広げ、起きていることを経験するのが目的であった。観客や

一般人を不意に巻き込むこれらイベントのアドリブ性が高い注意力を喚起することから、

Kaprow は道徳的行動に基づいた究極の経験的コミットメント(21)などを得る可能性を模

索した。Kaprow は実体のある結果ではなく、ハプニングを「気持ち」や記憶(26)として保

存できると考えた。「ハプニング」の即興性や非構造化を担保するため、Kaprow は上演上

の原則を提示し、これは芸術を通じた関係性アプローチを支えることで、Behr と Brigg の



理論実践のヒントとなるであろう。 

 

ビヨンド・スキンでのフィールド・スタディー  

北アイルランドでは過去 20 年の間に NGO が地元社会で「アートで平和」構想によりア

ートを紛争解決の手段として利用する機会が増えており、この試みを平和構築にかかわる

組織が財政的に支えている。「アートで平和」構想は広く、舞踊、音楽、演劇、ビジュアル

アートなどを駆使して、紛争にカタルシス、真実を伝えること、和解、ヒューマニゼーショ

ン、アートセラピーなどで向きあう。多くはパフォーマンスや芸術作品など、プロジェクト

実行の到達点がある。 

ビヨンド・スキンでのフィールド・スタディーでは、無意識に「ハプニング」と関係性ア

プローチをその組織運営と社会活動に取り込むことで、各種アート形式を使って宗派的、民

族的、文化的差異に対処する方法を模索していることが判明した。ビヨンド・スキンが突出

していたのは、そのコミュニティー・ワークショップの内容が、その場で参加者の興味に基

づいて形成される即興的なアプローチをとったことである。流動的で筋書きもなく、上下関

係もないアートのファシリテーションは偶然や予期されない結果をもたらし、長く記憶に

残るものとなる。ビヨンド・スキンは関係性アプローチの実践的な例を提示し、これは

Kaprow の運用原則に匹敵し、平和構築に応用出来る具体例である。本論は筆者の 2019 年

6 月 22 日～8 月 21 日と１1 月 26 日～12 月 2 日のビヨンド・スキンで組織運営に関するデ

ータ収集のフィールド・リサーチに基づく。アート・マネジャー、アート・ファシリテータ

ーとコミュニティー構成員のインタビュー、計画アプローチ考察、イベントの観察でビヨン

ド・スキンがどのように関係性アプローチと「ハプニング」を用いて組織を運営しアート・

イベントやワークショップを開催したかを考察・評価する。Behr と Brigg が提案した関係

性を再考する議論に「ハプニング」がどのように貢献できるかの実証的な論拠を提供してい

る。 

 

本論の構成  

第一章は関係性と「ハプニング」ととりあげ、 Hartmut Behr の Phenomenological Peace 

と Morgan Brigg の Relational-Essential 理論を紹介し、相違の捉え方と対応に関する理論

を詳細に提示する。また理論運用に関する提案や実践上の課題を述べる。次に Allan Kaprow

の「ハプニング運用原則」と「ハプニング」三例を紹介し、関係性に着目したアート形式に

人が惹きつけられる要因を紹介し、フィールド・スタディーで特定した課題とディスカッシ

ョンを提示する。 

第二章はビヨンド・スキンの「アートで平和を」に関するフィールド・スタディーのデー

タを提供し、「アートで平和」の流動的な関係性アプローチとアート・イベントやワークシ

ョップで多様性に向き合うため Kaprow の 「ハプニング運用原則」をどのように取り込ん

でいるかを提示する。ワークショップ企画のファシリテーターとしてビヨンド・スキンは、 



Kaprow の運用原則についてその一部を平和構築や社会の構造に適応させる必要がある。開

催趣旨の三つの柱―フォーラムの規定、関係性のある相互作用、時間的成果―は実践する上

での見識と課題を提示し、これは Behr と Briggs の理論を運用する場合にも参考になる可

能性がある。 

第三章は Kaprow とビヨンド・スキンが「ハプニング」、ワークショップ、関係性アプロ

ーチを実践する場合の課題をあげ、Behr と Brigg の理論と実践と比較する。検討した理論

の可能性と限界を検討し関係性再考の一助となることを期待する。 


