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文化は島民と共に働く 
 
 「文化は働く」これは以前、大原美術館理事長･大原謙一郎氏の講演

で聞いた言葉である。一地方都市倉敷で、観光基盤ともなっている私

立の大原美術館を守り、育ててきた人間の使命感・矜持に痛く感動し

たものである。 

直島は、歴史は浅いがまさにこの「文化は働く」を見事に示してい

る。20年ほど前は過疎化に悩む全く無名の瀬戸内海の小島だったのが、

一連のアート活動を通じて今では日本はもとより海外にも知られ、人

口 3,300 人弱（昭和 45 年、約 6,010 人）の島に、美術や建築に興味を

持つ人々を中心に来訪者が延べ約 40 万人（平成 23 年）にもなってき

た。 

この取り組みの出発点は、直島の三宅元町長と岡山市に本社を構え

る福武書店（現株式会社ベネッセホールディングス。以下、ベネッセ）

の福武社長（現会長）、世界的に著名な建築家・安藤忠雄氏の 3人の絶

妙な人脈と熱意にあるが、その後島の人々が次第に現代アートに心を

開き、楽しみながら主体的に島外客を受け入れだした。直島では“文

化は島民とともに働いている”のである。  

奥田 俊彦氏（おくだとしひこ） 
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自然と古い町並みと現代アート。異質文化の

マッチングをキーポイントに 
→ 現代アートへの理解促進 

【美術館無料開放。スタンダード展開催】 

観光・経済効果への波及不足 → 現代アートを生活の場に【家プロジェクト展開】 

 
（地域の特徴） 

美しい島の南部に生まれた現代アート美術館 
 
 島の南部は風光明媚な瀬戸内海国立公園。ここにホテル付きの美術

館「ベネッセハウス」が建設され、ベネッセのプロジェクトは始まっ

た（平成 4年）。現代アートという馴染みのないテーマ、島民の生活圏

から離れたエリアでの活動、それは当初島民生活から遊離した事業展

開と見られた。これに対してベネッセは美術館入館料を島民には無料

としたり、島内ほぼ全域を舞台に企画展(平成 13 年直島スタンダード

展、平成 18 年直島スタンダード展 2)を開催して現代アートとベネッ

セ事業への理解を掘り起こした。その過程で島民とアーティストの交

流が生まれたり、島民が会場案内係にボランティア参加するなど、地

元を巻き込んで両者の距離は急速に縮まった。 

 
（取り組み概要） 

本村地区での家プロジェクト展開 
  
島民にとって“馴染みのなかった”現代アートが“地域の誇り”に

変わる大きな契機になったのが「家プロジェクト」である。この事業

の舞台となった本村地区は古くから島の中心地として栄えた城下町で、

立派な門構えや柱･梁･蔵を有する古い家屋が多数存在する。しかし歳

月の流れの中で住人が去り廃屋と化すものもあった。その一軒をベネ

ッセが買い取って家屋を修復し、現代アート作品を恒久展示して家プ

ロジェクトは始まった。ベネッセハウス開館の 6年後（平成 10 年）の

ことである。以降、適材適所に建築家やアーティストを起用して家プ

ロジェクトを展開、現在は 7軒を数え、昨年は実に 7.5 万人が訪れた。 

ベネッセのこのプロジェクトの大きな意味は、①島民が昔からなじ

んできた施設がアートとしてよみがえったことによる現代アートへの

親近感を醸成した点（特に家プロジェクト「角屋」制作にあっては島

民も楽しみながら参加した）、②通過地点であった本村地区が来訪者の

滞留拠点に変わることにより島全体の活性化が見え、民宿やカフェな

どの来訪者の受入施設が民間サイドで整備され始めた点である。これ

らはその後、様々な効果を生んでいく。 

地域の課題 ソリューション 

直島町観光マップ／アート施設位置図 

家プロジェクト「角屋」／宮島達男設計 
写真：上野則宏 

家プロジェクト「はいしゃ」／ 
大竹伸朗設計  写真：渡辺修 



 
 

                      

家プロジェクトをきっかけとした、地域の発展

的展開 
→ 島民による生活アート展開と来訪者受け入れの舞

台づくり 

来訪者の受入施設が不足 → 古民家ベースの島カフェ、民宿などが続々誕生 

 
（地域資源の発掘と活用術①） 

生活アート・町角アートの自主的展開 
  
 スタンダード展や家プロジェクトによる島民の意識変化に、町の補

助も手伝って、本村地区の伝統的民家や細い路地で住民自ら楽しみな

がら様々なアート活動が展開され始めた。 

《生活アート・町角アート事例》 
＊屋号プロジェクト：島民の間で呼び習わされてきた旧家の渾名である「屋

号」。これをステンレス製のデザイン門札化 
＊のれんプロジェクト：スタンダード展出品作品ののれんを継続 
＊生花アート：玄関脇の生花。外壁にワンポイントの一輪挿し 
＊古民家ギャラリー：空き家になった民家でのギャラリー開設 

これらの島民によるアートが、毎日きれいに掃除された路地にさり

げなく置かれたりして来訪者に新鮮な驚きを与えている。相当なホス

ピタリティ精神である。 
 
（地域資源の発掘と活用術①） 

古き良きものを活かし斬新なものを取り入れる 
  
このような本村地区の動きに呼応するように、島に不足していた宿

泊施設や料理店･カフェなどの来訪者の受入施設が、地元民や Uターン

者だけでなく島外からの若者を中心に整備され始めた。8 年前の地中

美術館開館以降、民宿と飲食店合わせて約 50 軒(内 10 軒は兼業)の施

設が新たに開業したが、この多くは本村地区に古くから建つ民家を部

分改修し、直島の日本家屋伝統の様式美を見せている。このように古

いものを残し活かす一方で、来訪者の受入ゲートである宮浦港「海の

駅」はかつてない斬新なフォルムをしたフェリーターミナルであり、

またその近くに町民と来訪者の交流の場として開設されたアート仕立

ての公衆浴場･直島銭湯「I♥湯」も既成概念を覆すアイディアにあふれ、

建築とアートの両面で高い評価を得ている。なお、観光協会は海の駅

内で案内窓口を務めるほか、町民有志が立ち上げた観光ガイドの予約

受付、特産品の開発・販売（特に天日塩は大好評）、受託業務として陶

芸体験工房の運営管理、工場・プラント見学の予約受付、町営路線バ

スの運行管理といった来訪者の受入業務を担っている。また、直島銭

湯「I♥湯」では財団法人直島福武美術館財団が施設を建設し、観光協

会と自治体が運営管理をするという新しい形の連携が生まれた。  

地域の課題 ソリューション 

いつも掃除されている路地 

デザインされた門札(屋号表札) 

のれん／1 軒ごとのｲﾒｰｼﾞに合わせて 

季節折々の生花、犬の彫刻 

茶寮おおみやけ／民宿＋料理店 
 

民宿石井商店本家／民宿＋料理店 
 



 
 

    
 
 

 （地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

  

本村地区での古い家屋などを活用しての「家プロジェクト」や、

その発端である美術館整備は島の活性化に大きな効果を与えた。 

1）現代アートが島民生活に溶け込むきっかけ～参加意欲･主体性 

2）島民の遊び心･アート心への刺激～生活アート･町角アート 

3）島の中心地･本村地区への来島者の訪問～島全体の活性化 

4）U･Ｉターンの若手を中心にした来訪者の受入施設の開業 

5）シニア層の施設運営･ボランティア参加～役割発見･元気化 

まだ島の人口減少は続いているが、以前の年 2％強の減少がこ

こ 5年ほどは 1％程度となり、下げ止まり傾向も見られる。また、

昨年は首都圏から若手主体に 40 人程の移住者を迎えた。年間延

40 万人の来訪者や若手の移住などによって、直島は少しずつ元気

になってきている。｢文化は島民と共に働く｣、そしてこれはベネ

ッセの理念「よく生きる」の延長上にあるように思われる。 
 

直島主要施設整備動向       

平成 4 年(1992 年) ベネッセハウス開館(美術館+ﾎﾃﾙ+ﾚｽﾄﾗﾝ) 

平成 10 年(1998 年) 家プロジェクト「角屋」開館 

平成 11 年～14 年

(1999 年～2002 年) 

家プロジェクト「南寺」(平成 11 年) 

「きんざ」（13 年）､「護王神社」（14 年）開館 

平成 16 年(2004 年) 地中美術館開館          

平成 17 年(2005 年) 海の駅「なおしま」竣工 

平成 18 年(2006 年)  家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「石橋」「碁会所」「はいしゃ」開館 

平成 21 年(2009 年) 直島銭湯「Ｉ❤湯」開業 

平成 22 年(2010 年) 李禹煥美術館開館 

 

 

数字でみる「直島町来訪者入込客数動向」       （単位：人） 

 

H2年(1990） H7年(1995） H12年(2000） H17年(2005） H20年(2008） H21年(2009） H22年(2010） H23年(2011）

直島町人口 4,660 4,235 3,738 3,479 3,408 3,336 3,298 3,259

来訪者入込合計 11,400 46,000 43,400 169,300 342,600 360,100 637,400 404,500

　･ｽﾎﾟｰﾂ､ﾚｸﾚ客 11,400 35,000 28,800 33,300 34,000 29,400 50,700 29,300

　・産業施設見学客 - - - 9,100 7,900 9,600 8,900 5,400

　・ｱｰﾄ文化見学客 - 11,000 14,500 126,900 300,800 321,100 577,700 369,800

　　ﾍﾞﾈｯｾﾊｳｽ - 11,000 14,500 58,400 99,400 92,500 138,700 91,200

　　地中美術館 - - - 68,400 119,500 125,900 179,800 124,900

　　家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ - - - - 81,900 88,400 136,700 74,500

　　直島銭湯 - - - - - 14,300 55,500 39,500

　　李禹煥美術館 - - - - - - 66,900 39,700

＊人口統計は住民基本台帳(4/1時点）ﾍﾞｰｽ

「家プロジェクト」「美術館」の効果～誇りある島 

本村地区町角/石川邸 
伝統的な直島建築様式＋のれん 

海の駅「なおしま」／SANAA 設計 

直島銭湯「I♥湯」／大竹伸朗設計 


