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Abstract: Utilization of open space in public space is attracting attention as an attractive element of the city. Among them, street 

performance induces communication and functions as a link between people and people and between people and the city. However, 

at present, there are many places where road traffic laws prohibit performances on the streets and in parks, and performers cannot 

freely express themselves. Therefore, we will clarify the characteristics of the space where street performances are held, consider the 

relationship between the audience and performers and the communication induced by the performance, and help plan the 

performance space. 

 

１． 序論 

１．１．研究背景 

 近年、都市の公共空間におけるオープンスペース

の活用が注目されており、商業利用や地域利用によ

るコミュニティ創出の場の他にも、市民活動の一つ

としてストリートパフォーマンスの場となっている。

ストリートパフォーマンスとは、路上や街頭などで

通行人を集めて行われる歌や踊り、曲芸などを表現

する芸能のことであり、パフォーマー自らの意思に

より空間の選択が行われる文化的表現活動である。

近年ではさまざまな場所でパフォーマンスが行われ、

表現活動を行う人が増加し、都市の魅力的な要素と

して注目されている。さらに、ストリートパフォー

マンスはコミュニケーションを誘発させ、人と人、

人と都市をつなぐものとして機能しているのではな

いかと考えられる。 

しかし現在では、道路交通法によって路上や公園

などでのパフォーマンスが禁止されている場所が多

く、パフォーマーは自由に表現活動を行えない。そ

こで、パフォーマンスを誘致することで都市やまち

などが活性化するのではないかと考えられることか

ら、パフォーマンスの行われる空間の特性や観客と

の関係性について明らかにする必要があると考える。 

１．２．研究目的 

本研究では、ストリートパフォーマンスが行われ

る空間の特性について明らかにし、観客とパフォー

マーの関係性、観客の参加態度について研究を行う 

ことで、パフォーマンスによって誘発されるコミュ

ニケーションについて考察し、パフォーマンス空間

の計画の一助とする。 

１．３．研究方法 

 本研究の構成として、序論に研究背景、研究目的、

研究方法と構成、既往研究を示す。第２、３章では、

ストリートパフォーマンスの海外と日本での事例調

査を行う。 

１．４．既往研究 

 ストリートパフォーマンスの規制に関する研究は、

鷹野らによる「ストリートパフォーマンスの規制に

対する私的空間利用に関する研究」１）がある。この

研究では、ストリートパフォーマンスの規制や取り

締まりに対し、ストリートパフォーマーの活動実態

について明らかにしている。パフォーマーと観客の

関係に関する研究では、山崎らによる「公共空間に

おけるストリートパフォーマンスの特性が演者と観

客に関係性に与える影響」２）がある。この研究では、

観客の心理評価をもとに、パフォーマンスの特性が

演者と観客の関係性に与える影響を明らかにしてい

る。 

 本研究では、パフォーマンス空間が与える影響を、

パフォーマーと観客のそれぞれについて明らかにす

る。 

２． ストリートパフォーマンスの事例（国内） 

２．１．調査方法 

 ストリートパフォーマンスが許可されている自治

体について、現地調査やインターネットや SNSで調

査を行い、調査結果を表１にまとめる。 

２．２．ヘブンアーティスト事業３） 

「ヘブンアーティスト事業」は、東京都が実施す

１：日大理工・院（前）・建築、２：日大理工・教員・建築 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 493

I-29



る審査会に合格したアーティストに公共施設や民間

施設などを活動場所として開放し、芸術文化に触れ

る機会を提供することを目的としている。時間や場

所があらかじめ指定されており、観客はスケジュー

ルに合わせてパフォーマンスを見ることができるが，

場所や時間が指定されていることから、偶発的、流

動的な出会いは欠落していると言える。さらに、事

業自体の認知度が低く、年に一度行われるオーディ

ションの合格率が２割以下と厳しいため、アーティ

ストへの浸透率が低い現状である。 

２．３．柏市ストリートミュージシャン認定制度４） 

千葉県柏市の柏駅東口は、橋上駅であることから

２階部分に全国初の歩行者専用嵩上式広場（ダブル

デッキ）を設置した。これにより、上下で人と車の

動線分離が実現し、ダブルデッキを駅舎だけでなく

隣接建築物とも連結することで、都市空間の有効利

用を図った。その場を活かすために、2005年にはス

トリートミュージシャン登録制度が導入され、登録

手続きを行えば、自由に表現活動を行えるようにな

った。 

２．４．井の頭公園アートマーケッツ５） 

 「井の頭公園アートマーケッツ」は、公園の賑わ

いを周辺の活性化に繋げることを目的とした事業で

ある。パフォーマンスだけでなく、絵画やアクセサ

リーなどのアーティストを対象にしているため、販

売行為も可能である。 

 

３． ストリートパフォーマンスの事例（海外） 

３．１．調査方法 

 海外でストリートパフォーマンスが許可されてい

る場所についてインターネットで事例調査を行う。 

３．２．オープンストリートプログラム６） 

アメリカ・ニューヨークでは、オープンストリー

トプログラムとして、COVID-19によるパンデミック

以降にまちを開放している制度がある。路上をキャ

バレーやバーレスク、コメディー、ダンス、展示会

などのイベント会場として開き、COVID-19以前より

もアンプの使用制限が緩くなった。オープンストリ

ートプログラムをニューヨーク市の都市景観の恒久

的な一部にするための法案が議決され、コロナ禍に

おける一過性の取組ではなく、継続的な取組となっ

た。ニューヨーク市では、コロナ禍以前からストリ

ートを人々の公共空間として利活用する取組を実施

しており，オープンストリートプログラムもその一

連の流れを汲んだ取組と言える。 

 

４．まとめ 

 国内・海外ともにストリートパフォーマンスは盛

んに行われている。国内ではまだパフォーマー自身

の表現活動に対する認知度が低く、浸透していない

という現状である。 
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表１ 日本のストリートパフォーマンス事例 

事業名 場所 対象者 登録料 ルール

ヘブンアーティスト 東京都54施設73カ所 オーディション合格者 無料 ・時間と場所があらかじめ指定

柏市ストリートミュージシャン認定制度 千葉県柏駅 誰でも可 \1100/年
・発電機、アンプ、ドラム使用禁止
・演奏場所、時間の制限
・販売行為禁止

井の頭公園アートマーケッツ 井の頭恩賜公園 応募多数の場合抽選 \12000/年
・土日祝のみ
・自作の創作物に限り販売可  
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