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芸術の未来を見つめて─フェスティバルを起点に生まれた思考
KYOTO STEAM × KYOTO EXPERIMENT 

芸術祭を通じた人材育成事業報告書

「アート×サイエンス・テクノロジー」のテーマの下、芸術を科学や技術等

と連携させた新たな試みである「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」。

Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Arts（芸術）、

Mathematics（数学）の頭文字を冠するこのフェスティバルは、「大学の

まち」「ものづくり都市」でもある千年の都・京都が誇る文化芸術の蓄積

と科学技術の裾野の広さをいかし、京都の芸・産学公の力を結集して

実施しています。

本冊子は、このフェスティバルの一環として、過去2年間にわたって実施

した「KYOTO STEAM × KYOTO EXPERIMENT芸術祭を通じた人材

育成事業」の報告書です。同育成事業の一環として行われたシンポジ

ウム等の採録のほか、京都の文化芸術の振興に長年尽力してこられた

方々による国内外の舞台芸術動向等の御寄稿を収録しています。

KYOTO STEAMが目指すのは、芸術に携わる方々の更なる成長・飛躍に

貢献することです。本報告書が、京都の未来を担う人たちにとっての糧と

なり、人の育成に携わっておられる方々の助けとなれば幸いです。

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 評議会議長

京都市長

門川大作 Daisaku Kadokawa

ごあいさつ



KYOTO STEAM－世界文化交流祭－（以下「交流

祭」という）は、 2017年度から5年間を補助期間と

するという事業に申請し、文化庁の採択を受けて実

施している事業である。その事業スキームには、文

化芸術事業（フェスティバル）、人材育成事業、ネッ

トワーク構築事業を三位一体で実施するというこ

とがあった。

この報告書は、そのうち人材育成事業に関わるも

のである。交流祭は、STEAMが科学、技術、工学、

芸術、数学の英語の頭文字を取った造語であるこ

とからも分かるように、アート×サイエンス・テクノロ

ジーのフェスティバルであって、それ自体が新しい

チャレンジであり、これに関与する人たちは少なか

らず成長のチャンスがあるという前提である。ただ、

人材育成に主として関わることとしては、京都にお

ける現在の芸術状況、今後の発展方向性などを考

えたときに、次の3点が求められているという結論

に達した。

①世界的な総合フェスティバルを日本で実施すると

きに、それを担えるディレクターが限られており、将

来的にそういう役割が担える若手を実践の中で育

てる必要があること。

②長期的に見たときに、能楽や文楽などの古典芸

能について、鑑賞者が減少するトレンドは否定しよ

うがなく、それを増やしていくには、もっと鑑賞者の

理解を深める取り組みが必要であること。

③KYOTO EXPERIMENT（以下「KEX」という）に

ついては、京都市として破格の予算措置だけでな

く、京都会館（ロームシアター京都）をメイン会場と

すると再整備基本計画に明記するなど、京都発の

世界的フェスティバルになるように支援してきてお

交流祭においては、これら以外にも、異なる世界の

人と人との出会いが、成長への大いなる刺激となっ

ている。そのわかりやすい例は、「アート×サイエン

ス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパンジー

の気持ち」（以下「チンパンジーの気持ち」という）と

「STEAM THINKING―未来を創るアート京都か

らの挑戦 国際アートコンペティション スタートアッ

プ展」（以下「スタートアップ展」という）である。

チンパンジーの気持ちは、（京都大学と京都市との

連携協定に基づいて）野生動物研究センターと協

働している動物園において、チンパンジーや来園者

の動きによって変化するインタラクティブな映像作

品を制作し、それを通じてチンパンジーとヒトとのコ

ミュニケーションを図るという、世界で初めてとなる

実験に挑んでいる。作品制作に当たっては、サイエ

ンティストとアーティストが延 と々議論を積み重ね

る中で、お互いの知見と思いをぶつけあい、チンパン

ジーにも見せながら修正を加え、完成へと導いた。

そのプロセスにおいて、サイエンティストもアーティ

ストも、お互いの隔たりに改めて気づかされつつも、

「そういう発想があるのか」といった、目からウロコ

が落ちるという経験をしている。

スタートアップ展は、独自の技術を持ち、先進的な

研究を行う企業や研究機関とアーティストとが、コ

ラボレーションした作品の展覧会である。「こういう

ものが作れない？」、「よっしゃ、わかった」みたいな

やり取りで、否応なく熱がこもる。技術も芸術も元

をただせばアートという同じ言葉。それを思い出さ

せるかのように、未知への挑戦にワクワクしている

技術者とアーティスト。コラボレーション制作でアー

ティストはアート作品を世に送り、企業は新しい発

想からのオーダーや表現から、ビジネスにつながる

ヒントを得ている。

京都は1000年以上にわたって都であったこともあ

り、人を育てることに長けている。昔で言えば、地方

から都に上ってきた人でこれはと見込んだ人を、周

りが寄ってたかって育ててきた。その人がやがて京

都を支え、日本を支え、世界に飛躍する。こういう営

みが可能な街のサイズ、人のネットワーク、目利き

の存在などが京都らしいところである。

それを今日的に実現しようというのが、交流祭の

基本理念「KYOTO CULTIVATES（京都は耕す、

育む、磨く）」である。成果目標にも「芸術、学術、

産業、教育、生活など市民の多様な創造性が出

会い、協働することにより、創造人材を育成する力

を進展させます」を掲げている。人材育成事業を

KYOTO STEAM―世界文化交流祭―の根幹とす

る由縁である。

KYOTO STEAM−世界文化交流祭−実行委員会 プロデューサー

平竹耕三

り、そのディレクター橋本裕介の交代期を迎え、ディ

レクションやファンドレイジングなどディレクターを

育てる必要があること。

①については、本誌に寄稿している山本恵子など、

京都芸術センターでアートコーディネーターを務め

た人たちが多く関与しており、世界的というレベル

に達しているかはともかく、事業（広報などを含む）

の企画と実施、アーティストや会場関係者その他の

ステークホルダーとの調整、事業全体の進行や予

算の管理などと日々格闘している。

②については、「伝統芸能×新技術  ARポストカー

ド」の製作や「伝統芸能×新技術 能楽「大会」～

天狗の恩がえし～」の準備、公演などとして結実し

た。これまであまり交わることのなかった能楽関係

者とIT関連や映像系の企業、大学のゼミなどとの

協働が実現したことは画期的なことであり、これも

関係者の努力と事務局長藤田訓仁子を始めとする

事務局員の奮闘によるところが大きい。

③については、KEXが真の意味で京都発の国際

舞台芸術祭と言えるようになるためには、専門家か

らの一定の評価はよいとしても、京都の地にもしっ

かりと根を下ろさないといけない。関係者に対して

いつも指摘しているが、KEXを知っている京都市

民は、おそらく1％に満たないと感じている。公金を

使って事業をする以上、やはり市民の認知度を上

げる努力は不可欠であるし、さらに事業を支えてく

ださる人や企業などを増やしていく努力も求められ

る。そういう思いから、本誌掲載のシンポジウムなど

を実施した。

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－と人材育成

平竹耕三　Kozo Hiratake
2018年6月に実行委員会設立とともに、
KYOTO STEAM－世界文化交流祭－のプ
ロデューサーに就任。京都市で2007年度
から12年にわたり文化行政に携わり、京
都会館再整備を構想段階から主導的に
進めロームシアター京都としてリニューアルオープンさせる。京
都市の文化行政を中心的立場で担うかたわら、『自治体文化
政策』を刊行するなど、京都市の中だけにとどまらず幅広く活
躍している。

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－と人材育成
平竹耕三
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―国際舞台芸術祭を立ち上げる。

2010年3月、京都芸術センターの会議の席でそう

聞かされた。京都市、京都芸術センター、（財）京

都市芸術文化協会（芸文協）、京都造形芸術大学 

舞台芸術研究センター、NPO法人京都アーツミー

ティングが実行委員会をつくり、芸文協が中核にな

るという。まったくの初耳だった。10月末の開幕ま

では8ヶ月もない。京都市や京都芸術センターの熱

意に気圧されて実行委員長を引き受けたものの、そ

の場で自分が青ざめていくのが分かった。いま振り

返っても、無謀な船出だったと思う。

だが、無謀でなければ新しいものはつくれない。ま

もなく英語名がKYOTO EXPERIMENTに決まった

と知らされた。「京都で行われる実験的な舞台芸術

祭」という名に「京都が行う思い切った実験」とい

う野心をひそませた命名である。「実験」なら、前向

きの失敗をすればよい。

1年目が開幕した。フランスのジゼル・ヴィエンヌの

『こうしておまえは消え去る』が本物の樹木で舞台

に森を出現させ、電子音のなか予言的な詩を流し

た。岡田利規のチェルフィッチュ『ホットペッパー、

クーラー、そしてお別れの挨拶』が、女性派遣社員

の抑圧された日常をくねるような動きで表現した。

渡邉守章／京都造形芸術大学 舞台芸術研究セン

ター『アガタ―ダンスの臨界／語りの臨界―』は､

マルグリット・デュラスの戯曲をダンス化した。

台詞がないから演劇とは見なしがたい。物語や状

況のなかでの動きだからコンテンポラリーダンスと

も呼びにくい。しかし、これが舞台芸術（performing 

arts）という現代芸術のジャンルだと理解されるの

に、時間はかからなかった。2年目には美術系大学

演されたのが、ダムタイプ『pH』だった。舞台芸術と

いう言葉がまだ十分な市民権を得ていなかった頃

のことである。

芸術祭典・京の成功には、故遠藤寿美子プロ

デューサーの存在があった。鋭い嗅覚で、若く才能

にあふれた演劇人を次 と々発掘した。主宰した無門

館は後にアトリエ劇研となり、杉山準、田辺剛、あご

うさとしが運営を引き継いだ。こうした豊かな土壌

の上に京都芸術センターが創られ、京都国際舞台

芸術祭が開かれたことを銘記しておきたい。

この京都の水脈を絶やすことなく、KYOTO EX-

PERIMENTが舞台芸術の最先端を示し続けること

を願ってやまない。

演劇評論家

太田耕人

の学生を中心に客足が伸びはじめ、公演会場まで

外国人客を乗せたと云うタクシー運転手から、「こ

こで何が起きているのですか？」と問われるように

なった。

多様な若い人材が自由裁量を与えられ、しなやか

に成長していった。かねてより京都芸術センターは、

「演劇計画」なる企画を開始当時30歳前後だっ

た橋本裕介と丸井重樹（ともに現在はロームシア

ター京都に在籍）に任せていたが、この2人が京都

国際舞台芸術祭の中心になった。2年目からは京都

の中核的な劇団MONOの制作・垣脇純子が加わ

り、財務面、実務面の安定感が増した。川崎陽子も

2年目から京都芸術センターのアートコーディネー

ターとして関わってきた。次期共同ディレクターとな

る1人である。

インターンやボランティアの人たち、京都造形芸術

大学舞台芸術研究センターの職員や学生が献身

的に支えてくれたことも忘れられない。なかには、こ

の舞台芸術祭に関わったことが転機になった者も

いる。例えば、ボランティアだった岩村空太郎は京

都芸術センターのコーディネーターとなり、今はせ

んだい演劇工房10-BOXの制作を務めている。京

都芸術センターのインターンだったジュリエット・礼

子・ナップは、この舞台芸術祭の広報担当を経て、

まもなく次期共同ディレクターとなる。

「ジャンルを越境した」「実験的な」といった形容詞

がこの舞台芸術祭には冠せられる。だが、越境も実

験も急に始まった訳ではない。京都国際舞台芸術

祭の生まれる19年前の1991年3月、さまざまな芸

術分野を横断する「芸術祭典・京」という企画が創

設された。そのとき京都市美術館の大陳列室で上

舞台芸術の水脈 舞台芸術の水脈
太田耕人

太田耕人　Kojin Ota
演劇評論家。京都教育大学理事・副学長。
1956年生まれ。英国ルネサンス演劇研究
の一方、演劇批評を「テアトロ」「京都新
聞」「シアターアーツ」に寄稿。分担執筆に
『シェイクスピアを学ぶ人のために』（世
界思想社）、共訳書にジェイムスン『政治的無意識』（平凡社ラ
イブラリー）、タプリン『ギリシア悲劇を上演する』（リブロポー
ト）など。京都芸術センター運営委員長、京都国際舞台芸術
祭2010–2012実行委員長等を歴任し、現在は京都国際舞台
芸術祭顧問。
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0）前史
1990年代半ば、高校生だった私はちょっとした興
味から、東京大学出版会による教養学部文系1年
生の「基礎演習」テキスト『知の技法』を手に取っ
た。高校の授業ではテクストや芸術表現における作
家意図を理解すること、その歴史的価値を理解す
るものとして、文学や芸術に接していたが、この書籍
によって「批評」というものを知った。しかもその対
象として、現在進行形である表現－それもサブカル
チャーにまで及ぶ、を取り扱っていることに驚き、興
味を抱いた。
そこから今はなき「チケットぴあカウンター」（イン
ターネット以前）を訪れ、半ばジャケ買いのようにし
て、気になるフライヤーやポスターを手がかりに現
代美術の展覧会や単館上映の映画を観に行くよう
になった。そうして最後に出会ったのが舞台芸術で
あるのだが、そこにはもう一冊関わっていて、それが
NTT出版による『InterCommunication』という雑
誌だった。とりわけNo.11 1995 WINTER号の特集が
「身体／パフォーマンス」であり、今となっては大御
所のアーティストがPerformance Artist Fileという新
進アーティストを紹介するコーナーで採り上げられ
ていた。論考では、当時すでに巨匠の域に達してい
たピナ・バウシュやウィリアム・フォーサイスなどはも
ちろん、ダムタイプについても採り上げられていた。
「京都の若手アーティストが、こんなハイブロウな
批評誌で論考の対象になっているなんてどういうこ
と？！」と、夢中になって読み耽っているうちに、気が
つくとその年の4月には大学浪人になっていた。すっ
かり浪人時代から舞台を観に行く習慣が始まって
しまったのだが、その中でも決定的だったのが山海
塾『卵熱』を観たことである。全く意味が分からな
かったが、初めて舞踏を観た私は衝撃を受けて、思
わずパンフレットを購入した。すると彼らの詳細な
プロフィールが記載してあって、1980年の初海外
公演からどんどんツアー地が増えていくさまが記さ

ことは事実だが、この運営のスタイルは芸術活動に
携わっている人間が関わらずして実現しないはずだ
と思った。それが、「京都舞台芸術協会」という今で
はNPO法人として組織されている京都の舞台人の
集まりによる影響だということは、徐々に分かってき
たことだった。この京都で最初の舞台関係者のネッ
トワーク組織は、1996年に鈴江俊郎や松田正隆、
土田英生といった劇作家・演出家と制作者杉山準
らが中心となって始められた。個々のアーティストた
ちが集い、公の意識をもって行政と共に芸術環境
について考え、行動に移したことは、当時画期的な
ことだったと思う。
そして私は、この場所でコンテンポラリーダンスの
アーティストと出会った。そこから少しずつ何かが変
わってきた。ダンスは基本的に言語を用いない表現
なので、国を超えた活動が演劇よりも容易である。
そして2000年当時は、時代の感覚を掴む表現とし
て、演劇よりむしろコンテンポラリーダンスを支援す
る企業が増えていた。また、1996年から既に「トヨ
タ・アート・マネジメント講座」をトヨタ自動車が始
めるなど、「アートマネジメント」という言葉・職能の
認知も進みつつあった。チケットを売りさばいたり、
弁当の買い出しに行くのが主な「舞台制作」の仕事

KYOTO EXPERIMENT プログラムディレクター（2010–2019） / 
KYOTO STEAM －世界文化交流祭－実行委員会 チーフディレクター / ロームシアター京都 プログラムディレクター

橋本裕介

れていた。それはヴィジュアルとして直感的に訴え
かけるものだった。そのページに刻まれた文字のレ
イアウトが三角形になっていたからだ。（一回の海外
ツアーでの上演都市が年々増えていたということ。）
バレエや伝統芸能とは無縁の才能が無手勝流で世
界に挑み、自分たちの存在価値を世の中に刻み込
んでいる姿がありありと浮かぶようだった。山海塾
は国内ではたびたび京都でも公演を行っていた。そ
こには京大西部講堂の文字も。
「そうだ、京都行こう。」私はすっかりその気になって
いた。

1）KYOTO EXPERIMENT の成り立ち
しかし、大学の演劇サークルに入ったからといって、
今まで憧れていたアーティストや表現に出会えたわ
けではなかった。河原町通りにあったダムタイプ・オ
フィスの前を通ってもいきなり入る勇気はなかった
し、実際にダムタイプの創作拠点はその頃はすっか
りフランスの劇場になっていた。
当時は「静かな演劇」というタームが演劇ジャーナ
リズムの間で盛んに使われていて、正直私はそうし
た傾向にさほど魅力を感じていなかった。そこに世
界の広がりをさほど感じられなかったからだ。そん
な中、京都芸術センターが2000年に開設された。
当時私は先輩が始めた劇団の制作という立場でこ
の芸術センターの中にあるスタジオ「制作室」を訪
れ、不思議な感覚にとらわれていた。どういう感覚
かといえば「なんて快適なのだろう」、そして「誰が
こんなことを準備したのか？」というものだった。つ
い1年ほど前までは夜間に大学の教室に潜り込ん
で稽古をし、徐々に規制が厳しくなる中、いろんな
大学を渡り歩くような状況だったからだ。それが芸
術センターでは審査をクリアすると最大3ヶ月、場
合によってはその期間1つの部屋を占有し、舞台美
術を設置したまま、無償で稽古ができるのだ。
もちろん、設置者である京都市の政策で成り立った

だと思っていた私に、企業や行政など様々なステー
クホルダーと共に創造活動を振興していくのがアー
トマネジメントで、「舞台制作」もそこに含まれるの
だと教えてくれた。「舞台制作」にできることは少な
くないと思い、京都芸術センターに企画書を出して
「演劇計画」というプロジェクトをスタートさせた。
作品のプロデュース、作品の批評（コンペティショ
ン）、そしてアーティスト自身が言説を持つことがこ
のプロジェクトの柱だった。それがKYOTO EXPERI-

MENTの前身である。2009年まで続けた。

2）KYOTO EXPERIMENT の変化
2010年からKYOTO EXPERIMENTを続け、様々な
ことを学んだ。諸外国のフェスティバルや劇場のあ
り方、場合によってはその背景にある文化政策につ
いても。あるいは、諸外国のアートマネージャーたち
のネットワーク。何より、ライバルであり友人である
フェスティバル・ディレクターたちのキュレーション
の哲学。彼／彼女たちに刺激を受けながら、今何を
京都で紹介すべきかを思考し、それを様々な人と共
有するための言葉を磨いていった。
そんな中、「京都会館再整備基本計画」が2011年6

月に策定された。京都で舞台に関わる仲間たちと共
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白井剛『静物画 -still life』（2009）京都芸術センター「演劇計画
2009」での上演。本作は2011年のKYOTO EXPERIMENTでも再
創作・上演された。　Photo by Ayako Abe

池田亮司『the radar [kyoto]』（2016）　会場：ロームシアター京都
Photo by Takeshi Asano

8 9



に勉強会を開き、京都市へ再整備についての提言
書を作り、提出した。それが縁だったかは分からない
が、2014年1月からKYOTO EXPERIMENTと並行
して、開設準備室で仕事をするようになった。
そして2016年1月に京都会館はロームシアター
京都という名前で再スタートを切り、KYOTO EX-

PERIMENTの主要な会場にもなった。私はロームシ
アター京都という建物で仕事するようになり、舞台
の仕事についての意識も変わった。建物は動かず、
かつ公の施設なので、言ってみれば「来るもの拒ま
ず」で、日々いろんな方々の出入りを受け入れ、それ
を眺めたり、問合せに答えたりすることになる。時に
はお叱りも受けながら。
つまり、人々の生活に触れながら仕事をしているとい
うことであり、特定の場所を持たないフェスティバル
が、催しの時にだけ観客と出会うのと大きく異なる
姿勢が求められるということである。あるいは劇場は
人々の日常の場としてもありうるのだということ。そ
のおかげで、京都という街のことも以前よりずっと皮
膚感覚で知ることができるようになってきた。
KYOTO EXPERIMENTが京都という街を舞台に
借りて行う催しだとすれば、そうした意味で内容に
も少しずつ変化が出て当然である。この冊子のデザ
インを務めるUMA/design farmと、建築家集団dot 

architectsがKYOTO EXPERIMENT 2016 Spring

でスタートさせた「researchlight」というプロジェク
トは、従来の芸術という枠にとどまらず、デザインや
建築といった、より生活に近い営みを通じて、劇場
／舞台表現と人々をつなげるものだった。
別の角度からの変化についても説明したいと思う。
これを機に劇場のプログラムとフェスティバルのプ
ログラムの差異を生み出せるようになったのだ。そ
れまでは、国内外問わず他地域の作品を紹介する
のは京都においては、ほぼKYOTO EXPERIMENT

だけだった。そのため、とにかく「今の時代をリード
する表現」を一つでも多く紹介したいとの思いで

やってきた。しかし劇場とフェスティバルの役割を考
えることによって、そこで紹介する作品にも傾向が
変わるのではないかと考えたのだ。劇場は建物とし
て物理的に存在し、人の一生を超えて続く。一方で
フェスティバルは1年の中である限定された期間に
集中して作品を紹介する。だとすれば、劇場には歴
史的な視点を、フェスティバルには同時代の地理的
な広がりを意識してプログラムすれば、それぞれの
機能を発揮できるのではないか？そうしてKYOTO 

EXPERIMENTでは、2017年に《東アジア》、2018

年に《フェミニズム》、2019年に《環境》といった
形で、現代社会のイシューと接続させてプログラム
を展開した。
このように形式面でも内容面でもフェスティバルが
充実する一方で、ある種の疑問も私の中で頭をもた
げてきた。「果たして一人の人物が劇場とフェスティ
バルのコンテンツを両方プログラムすることで、京
都の舞台芸術の多様性が確保できるだろうか?」
2017年の1月ごろには、フェスティバルを後進にバ
トンタッチすることを意識していた。

3）人材育成事業での取り組み
軌を一にするタイミングで、KYOTO STEAM－世
界文化交流祭－というプロジェクトが京都の芸産
学官主導で始まった。実行委員会に参加する立場
としてロームシアター京都でも、メディア・テクノロ
ジーとの関わりの中で舞台作品を生み出すことが
求められ、迷うことなくダムタイプの新作パフォー
マンスを提案した。一方で来るべき新たなフェス
ティバルを支える人材の不足と、KYOTO EXPERI-

MENTにおける私の関心が結びつき、人材育成事
業として「KYOTO EXPERIMENT」運営を通した
体系的な人材育成事業も提案した。KYOTO EX-

PERIMRNT 2017及び2018 プログラムから、公演、
展示、アーティスト・イン・レジデンスを採り上げ、
ジャンルを横断した芸術に対応できるキュレーショ

ダレン・オドネル／ママリアン・ダイビング・リフレックス『チルドレ
ンズ・チョイス・アワード』授賞式（2017）　会場：ロームシアター
京都　Photo by Yoshikazu Inoue

researchlight『何もある』（2017）　会場：京都市内各所　Photo 
by Takuya Matsumi
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ン、国際プロダクション・マネジメント、広報の業務
に特化して3名を育成した。参加したメンバーは、ビ
ザ申請や海外輸送手配、パフォーマンスを伴うイン
スタレーション作品設置の実務、さらに訪日外国人
向け広報の新たな企画・実施にあたった。
2017年には、海外演目であるスイスのパーカッショ
ン・アンサンブルEklektoによる『music for percus-

sion』、地域の小学生が参加するプログラム『チル
ドレンズ・チョイス・アワード』、京都市内複数ヶ所
で展示を行うresearchlightという異なった主催事
業3演目を通じて、それぞれの企画や受入れ業務
を行なった。また、広報、技術面などについても、研
修スタッフは、勉強会の実施、実際の制作スタッフ
と共に、運営に携わった。また、広報業務としては、
KYOTO EXPERIMENT会期中に市内各所で複数
のカンパニーが自主公演を行うフリンジ演目「オー
プンエントリー」も担当し、印刷物の作成、WEB・
SNSでの告知に携わった。会期終了後の取り組み
としては、報告書に代えて「アーカイブサイト」を作
成。これは、研修スタッフが中心となって、編集や進
行を進めた。
2018年には、KYOTO EXPERIMRNT 2018 プログ

ラムから、主催演目でより専門性を高める研修を行

なった。通常の舞台公演だけでなく、パフォーマン
スを含む展示企画、また創作を前提としたアーティ
スト・イン・レジデンスを採り上げ、ジャンルを横断
した芸術に対応できるキュレーション、運営、広報
の専門性に特化した。具体的には、フランスのアー
ティスト ジゼル・ヴィエンヌの『CROWD』という出
演者16名の大規模なパフォーマンスの受け入れ
及び広報。そしてブラジル出身・オーストリア在住
のアーティスト、ロベルタ・リマによる展示及びパ
フォーマンスのコーディネート並びに広報。チリの
アーティスト、マヌエラ・インファンテによるアーティ
スト・イン・レジデンスの受け入れ及び成果発表パ
フォーマンスのコーディネートが、研修スタッフの
手によって行われた。
また、研修参加者のうち2名は、キュレーションのプ
ロセスにも参加し、2018年度及び、2019年度のプ
ログラムの検討ミーティングに参加した。私が掲げ
るテーマについて、それぞれ書籍や記事などを持ち
込み、ディスカッションをした他、私が候補として挙
げるアーティストや作品について映像などの資料を
収集し、場合によっては観劇に出かけそれをレポー
トし、ミーティングの場で発表してもらった。こうし
てディスカッションしながらプログラムを作り上げて
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橋本 裕介　Yusuke Hashimoto
1976年、福岡生まれ。京都大学在学中の
1997年より演劇活動を開始、2003年橋本
制作事務所を設立後、京都芸術センター
事業「演劇計画」など、現代演劇、コンテン
ポラリーダンスの企画・制作を手がける。
2010年よりKYOTO EXPERIMENT 京都
国際舞台芸術祭を企画、2019年までプログラムディレクター
を務める。2014年1月よりロームシアター京都勤務、プログラム
ディレクター。

Photo by Lucille Reyboz

いったことは、私にとってもプログラムの充実につな
がり実りあるものとなった。
また、このプロセスにおいて私自身明確になったこ
とは、一言で「舞台制作」と言っても、①プロデュー
ス、②プロダクション・マネジメント、③ブランディン
グやコミュニケーション、④キュレーションと言った
専門領域があること、そしてそれらに適性の違いが
あることだった。
プロデュースとは言ってみれば、ある作品プロジェク
トの立案とその統括であり、キャスティングやマネタ
イズなどが職域になる。そしてプロダクション・マネ
ジメントとは、場合によっては舞台監督的な人材が
担うこともある。つまりは技術面の知識も必要な仕
事であり、決められた本番というデッドラインに向け
て、多数あるセクションをマネジメントするのが職域
である。ブランディングやコミュニケーションは、フェ
スティバルや劇場にとっての信頼を担保する上で必
要な仕事である。フェスティバルや劇場のアイデン
ティティをどのように確立するかによって、まだ見ぬ
表現を紹介するときの観客への指針となる。
そしてキュレーションだが、これが日本の舞台芸術
の分野においては極めて未発達な領域である。もと
もと舞台芸術を成り立たせるためのお金に占める、
入場料収入の割合は、他の芸術分野に比べて高
い。これは舞台芸術が「民主的な」メディアであると
も言えるし、面白いものは既に観客の側が知ってい
るとも言える。つまり、キュレーションなど無くとも、
観客は自身で関心のある作品を見つけ、需要と供
給のバランスは保てるのだ、という考え方もないわ
けではない。しかし、それだけで良いのだろうか。ポ
ピュラーなもの、つまり多数派の声は、商業的にも
成り立ち、市場原理に任せて民間の力でも十分に
やっていける。一方で、小さな声や、少数派の声、も
しかすると、まだ生まれていない声、つまり未来の住
人に対して何ができるかも社会にとって必要なはず
だ。それが結果として、新しい表現、あるいはまだ見

EXPERIMENTで働いてきたメンバーと、KYOTO 

EXPERIMENTでたびたびコラボレーション企画に
参加してきたアーティストである。

5）まとめ
人は自分が学んだようにしか、人に伝えられない。
私は実践よりも批評のような周辺領域から舞台芸
術に触れ始めた。それだけに、創造の現場に対する
強い憧憬もある。ただ一方で批評にはコンテクスト
を作ること、別の言い方をすれば価値の創造という
クリエイティビティがある。時代の感覚を自分なりに
掴み取り、地理的・空間的だけでなく文化的な広が
りの中で、社会と切り結ぶための表現をどのように
生み出し紹介していくのかが醍醐味であり、私の動
機でもある。そこにフェスティバルという手段がある
に過ぎない。
だからフェスティバルにとって都合の良い人材を育
成しようと考えたことはなかった。ただ、動機を共
有できる人々と出会おうとしただけかもしれない。
ジャンルやメディアを超えていく只中にこそ新しい表
現の種があり、だからこそ広いコンテクストの中で
論評に足る表現が生まれるということ。たまたま同
じ境遇にいることは連帯ではなく、孤独を通じてよ

ぬ異なる文化圏にある表現を紹介することにつな
がるのだ。そうでなくては、社会は多様性を失うだ
けでなく、真の意味での民主的なあり方を見失うこ
とになるだろう。公（パブリック・セクター）は、そこ
にこそ力を発揮すべきである。

4）人材育成事業の結果
さて、このようなことを考えながら、KYOTO EXPER-

IMENTを託すべき人材について検討を進めた。私
はゼロからフェスティバルを始めたので、言ってみれ
ば誰からも期待されておらず、自分の基準で始める
ことができた。しかし次を担う人物は、既にある10

年を基準にせざるを得ず、世間からもそうした視線
を浴びることになる。そのため別の場所でのフェス
ティバル・ディレクターの経験を持つ人物を招くこ
とも考えたが、KYOTO EXPERIMENTに関していえ
ば、ゲスト的な形でディレクターが来ても京都や関
西の舞台シーンとの接続が難しいだろうと考えた。
またKYOTO EXPERIMENTの事務局も非常にコ
ンパクトで、実行委員会を構成する様々な団体から
の人的サポートも得ながら行っている実態を考える
と、KYOTO EXPERIMENTや関西に馴染みのある
人物がふさわしいはず。とすれば、必ずしも1人の人
間ということに捉われず、複数の人物によって担っ
ても良いのではないかと次第に考えるようになった。
フェスティバルのディレクター業務は、キュレーショ
ンに最も醍醐味がある。とすれば、それ以外の職域、
プロデュース、プロダクション・マネジメント、ブラン
ディングを3人で分ければ、もしかするとうまくいく
のではないか、そのように考えた。
その結果として、本人材育成事業に参加した3名の
うち1名が2020年からのKYOTO EXPERIMENT

プログラムディレクターのチームのメンバーに決
定し、2019年からプログラムの準備にあたること
になった。新しいディレクターチームは、その他す
でにプロダクション・マネージャーとしてKYOTO 

り深い連帯に到達する、そのために「個」がつなが
るネットワークを信じること。キュレーションが《論
理》を打ち立て、権威による瞬発的な《影響力》に
伍して文化政策に働きかけ、より長期的なヴィジョ
ンを描けるようになること。それらが全てであり、引
き継げたことに満足している。
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ジゼル・ヴィエンヌ『CROWD』（2018）　会場：ロームシアター京
都　Photo by Takuya Matsumi

ロベルタ・リマ『水の象（かたち）』（2018）　会場：京都芸術セン
ター　Photo by Yuki Moriya
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つい最近まで日本における舞台芸術の国際ネット
ワークとは欧米との、あるいは欧米経由での、ネット
ワークを指していただろう。そのネットワークのあり
方もアーティストが直接海外公演などの機会をきっ
かけに形成していくのが主流とみなされていたかも
しれない。しかし2000年代に各地の見本市やフェ
スティバル、またはフェスティバルと併設して開催さ
れるフリンジなどをプラットフォーム＝場として活用
して、それらを運営しているフェスティバルのディレ
クター同士やプロデューサー間での交流が活発に
なっている。文化庁が実施している短くて数十日か
ら長くて3年ほど海外に文化芸術に関わる者を派
遣するプログラムへの参加が制作者も対象になっ
たり、欧州やアジアなどの国際交流を主な目的とす
る文化芸術機関が積極的に自国のフェスティバル
やプラットフォームに若手を含む劇場やフェスティ
バルのディレクターやプロデューサーなどを迎え入
れていった。その中には、今は日本の公共ホールの
中核を担うプロデューサーなどで当時20代、30代
だった頃に参加している人も少なくない。
通称 IETMという欧州の主だった劇場やフェスティ
バル、プロダクションハウスやカンパニーなどが所
属する、メンバーシップを常に更新する／されるこ
との健全さ／重要さに関心を寄せた「オープン・
ネットワーク」という考え方を作り出し取り入れた、
巨大な舞台芸術関係者の会員制ネットワーク組
織がある。1981年に「Informal European Theatre 

Meeting」として発足し、現在は略称「IETM」を保
持しつ つ、2005年 に「International Network for 

Contemporary Performing Arts」と名称を変えて
いる。この名称の変更は欧州以外とのネットワーク
形成にも着手していこうとする意志の現れでもあっ
た。IETMは欧州各地で年に２回総会を開催する他
にサテライトでミーティングも実施している。サテラ
イト・ミーティングは、アジアでは2005年にシンガ
ポールで最初に開催され、その後、2006年に北京

の野心的な委嘱を実現しながら、「アジアにおける
同時代性とは何か」という問いを自らに課して回答
を出していった。それら光州発のプロジェクトはその
後国際的にも紹介され、アジアのみならず世界の芸
術シーンを塗り替えていったと言っても過言ではな
いだろう。また、手前味噌ながらTPAMにも触れる
と、アジア・フォーカスを開始した2015年の海外参
加者が180名程度だったが、2020年には約480名
の登録があり（国内参加者を含めると960名ほどの
登録）、そのほぼ半数がアジアからの参加者であっ
た。TPAMがアジアにおける国際交流のハブのひと
つになったと言っても差し支えはないと思う。
そのようにこの数年で日本の舞台芸術セクターから
見た国際ネットワークの地軸が「アジア」に移動し
ていったが、これはKEXの創設者であり初代ディレ
クターの橋本裕介が脱中心化―日本において
は脱東京集中、国際的な見地からは脱欧州・北米
集中―という強い信念を持ってフェスティバル
を運営してきたことに、時代が追いついてきたとも
言えるだろう。
後続のプラットフォームとして2017年には、アーティ
ストのイニシアティブで進められている台北のADAM

（Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary 

Performance）や、日本などの東アジアではなく、
東南アジアのアーティスト同士が出会う場としてバ
ンコクで始まったBIPAM（Bangkok International 

Performing Arts Meeting）などが作られているし、
アジアの若手プロデューサーの集まりであるAPP

キャンプ（Asian Producers’ Platform Camp）は、日
本のネットワーク組織である舞台芸術制作者オープ
ンネットワーク（ON-PAM）も、その一角を担ってい
るが、APPには5年・6回のキャンプを経て延べ800

名を超えるキャンパーがいると聞いている。またグラ
ンドオープンが近い香港の西九文化区や台北舞台
芸術センターも新たなハブとなっていくことだろう。
そのような展開は、必ずしも大げさなマニフェスト

TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 ディレクター

丸岡ひろみ

と上海、2007年にソウル、2008年に東京、2010年
にジャカルタ、2011年に横浜と続いた。大型の公
演の売買とは別に、上記のように劇場のプロデュー
サーなども含めた多様で多数の個人が移動する＝
モビリティに注視注力しつつ、今後を担う未来の
キー・パーソンに世界各地のプラットフォームに参
加する機会を提供することで、多様な価値を受け入
れる土壌の熟成が盛んになっていった頃だと思う。
IETMのアジア・サテライト・ミーティング実施の目
的は欧州と開催地の関係者の交流とネットワーク
形成だったが、アジアからの参加者は重なることも
多く、繰り返し会う機会を結果的に得ることとなり、
欧州とのネットワークはもちろん大事にしつつも、
欧州を通してではなくアジアで「我々」のネットワー
ク形成ができないかと誰もが考えるようになって
いった。内戦・内紛が過去のものとなりアジアの経
済が豊かになるのと並行するように韓国の光州、香
港の西九文化区、台湾の台中、高雄、台北に劇場を
中心とした大型の複合施設が設立／計画されると
いうことも背景にあったと思う。
プログラミングによってアジアの芸術的社会的価値
観を大きく変えるような出来事に、2014年にオン・
ケンセンが芸術監督に就任し2017年まで運営した
シンガポール国際芸術祭（Singapore International 

Festival for the Arts）と、2015年に韓国・光州に開
館した国立アジア文化殿堂（Asia Culture Center）
においてキム・ソンヒが芸術監督を務めたオープニ
ングのフェスティバル及び通年プログラムがあった
と個人的には思う。前者はインドネシアの現代舞踊
の代表的存在であるサルドノ・クスモのレトロスペク
ティブや、セゾン文化財団と協働したアジアのダン
スをアーカイブするプロジェクトなど、アジア発の芸
術観の確立や提案を示唆するプログラムを実施し
た。後者はアピチャッポン・ウィーラセタクン初の劇
場作品『フィーバー・ルーム』や、ホー・ツーニェンに
よる大型の劇場作品『Ten Thousand Tigers』など

や政策や投資ではなく、ちょっとした気前の良さか
ら始まったりもする。最後に、IETMで長く事務局
長を務めたマリー・アン・ドゥヴリーグ（Mary Ann 

DeVlieg）が2008年に国際交流基金のウェブサイ
トでインタビューに答えたときの発言を引いてみた
い（「generosity＝気前の良さ／寛大さ」という英
単語を私が覚えたのはIETMの集会でだった）。フ
ランダース、フレミッシュをアジアに置き換えてみる
とどうだろう。「… IETMの最初の8年間は、まるで
パーティーみたいにフェスティバルのたびにあちこ

ちに集まってはミーティングを開催していました。そ
の頃はちょうどアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル
や、ヴィム・バンデケイビュス、ヤン・ローワース、ヤ
ン・ファーブルといったダンス・アーティストが登場
した、いわゆる『ベルギー・フランダースの波（フレ
ミッシュ・ウェーブ）』が起こり始めた時期で、フラン
ダースのプレゼンターたちが自分たちの組織を立
ち上げようとしていました。のちにそれが、フレミッ
シュ・シアター・インスティテュートとなります。この
団体のディレクターに就任したのが、IETMの創設
者の一人です。彼が『IETMのために、私のオフィス
の一角と、自分のスタッフを時々使っていいですよ』
と言ってくれたことが、今もIETMがブリュッセルに

本拠を構えている理由です。多くの人々は欧州連合
がブリュッセルにあるからだと思っていますが、それ
が理由ではありません。」

同時代の舞台芸術における日本から見た
国際ネットワークの新たなフェーズ

丸岡ひろみ　Hiromi Maruoka
PARC – 国際舞台芸術交流センター理事長、
TPAM  – 国際舞台芸術ミーティング   in 
横浜 ディレクター、舞台芸術制作者オー
プンネットワーク（ON-PAM） 副理事長。
2003年、ポストメインストリーム・パフォー
ミング・アーツ・フェスティバル（PPAF）を
創設、PME-ART、フォースド・エンタテインメント、メゾンダー
ルボネマ、ホテル・モダンなどを日本に紹介する。TPAMと併設
してIETMアジア・サテライト・ミーティング（2008、2011年）、
アジアの制作者を集めた「舞台芸術制作者ネットワーク会議」
（2009年）を開催。2012年にはフェスティバル「サウンド・ライ
ブ・トーキョー」を創設。

同時代の舞台芸術における日本から見た国際ネットワークの新たなフェーズ
丸岡ひろみ

Photo by Hideto Maezawa
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何かを契機に将来を展望し、向かうべき道を決め
る。その“何か”が偶然か否か「芸術」との出会いで
あり、それこそが自身にとっての幸運だったと振り返
り思う。その幸運が呼び寄せたのか私自身、人材育
成の対象として、たびたび文化・芸術に関わる機会
を得ている。ここでは、与えられた機会の中で何を
学び、経験し、それをどのように社会へ還元すべき
と考えているか、人材育成の対象者の視点から一
考する。
私がまず経験した人材育成は国立国際美術館が
実施しているキュレトリアル・インターンシップで
あった。ダイキン工業現代美術振興財団の助成に
より、大学院に在籍または修了した者を対象とす
る、このインターンシップの経験者たちは現在も各
地で学芸員として活躍している。ここで展覧会に関
する実務を経験しながら、社会人としての基礎と公
的な美術館（文化施設）のあり方を学んだ。そして、
現代美術を扱う同館での経験は、日本近代美術史
を専攻していた私にとって、文字通りジャンルを越
境した現代の表現に触れる場となった。
そして、ジャンルにとらわれない現代の芸術に魅か
れ、京都芸術センターのアートコーディネーターと
して門戸を叩いた。京都市、アーティスト、その他芸
術活動を行う者が連携し、芸術の総合的な振興を
目指す同センターは、まもなく20周年を迎える。美
術館でも劇場でもない同センターは自由なあり方で、
「若い芸術家の制作・発表活動を支援し、さまざ
まな芸術ジャンルの融合」（「運営趣意書」、2000

年、京都芸術センター運営委員会）等を目指し、そ
れらを担う「若い世代のアートコーディネーターの
育成」をミッションとして掲げている。古典から現代
まで様々な芸術分野の事業を担当するアートコー
ディネーターとしての任期は最長3年。同センター
は当時、この人材の育成のためにアートコーディ
ネーター経験者であるシニアコーディネーターを配
置していた。私にとって、人材育成の対象者としての

様々に失敗を繰り返しながらも新たな作品の誕生
に立ち会える喜びであった。
アートコーディネーターの任期を終えた翌日から、
広島県立美術館（株式会社乃村工藝社所属）にて
指定管理者所属の学芸員として勤務をはじめる。当
初は、主に美術館のアイデンティティである所蔵作
品展の担当であったが、ここでの文化・芸術を取り
巻く環境は厳しく、半年後、広報を兼務すると自ら
申し出た。この状況を変えるために私ができること
は、美術館内部の人間のハブとなりながら、鑑賞者
と美術館を繋ぐ広報の仕事を担い、裾野を広げる
ための子ども向けの教育普及事業を担うことだっ
た。展覧会１本あたりの予算規模は、これまで経験
してきたフェスティバルと同等またはそれ以上であ
り、年間5本程度を同時進行させるための効率的
なフローの確立が求められた。何より、多様な経験
に裏付けられた客観的な判断能力こそ人材育成に
よる成果であり、一方で培われた異なるジャンルへ
のチャレンジ精神は新たな勉強を必要とする所蔵
作品展での挑戦を支えた。
5年間の美術館勤務を終え、しばらくすると京都芸
術センターから京都市が計画している新たなフェス
ティバルの仕事を持ちかけられる。この出来事は、
同センターの退職時にかけていただいた「ここで学
んだことを生かして、一旦外に出て…そして京都に
帰ってきて、その経験を生かしてほしい」という言葉
を思い出させた。そのフェスティバルこそ「KYOTO 

STEAM－世界文化交流祭－」（以下「交流祭」）
であった。
交流祭は、文化芸術事業・人材育成事業・ネット
ワーク事業を柱としながら、アート×サイエンス・テ
クノロジーをテーマに開催する新しい文化・芸術の
祭典として、2020年3月の初開催を目指していた。
これで3度目のフェスティバル、育成対象者としては
第3フェーズである。新たな段階へ進む決意をさせ
たのは、京都における文化・芸術の振興のための人

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会 アートコーディネーター / 京都芸術センター プログラムディレクター

山本恵子

第2フェーズである。
数多の事業を担当することになる3年間のスター
トは「演劇計画」だった。企画者は、本誌に論考を
寄せている橋本裕介と同センターでシニアコーディ
ネーターを務めていた丸井重樹であり、舞台芸術
に関する知識・経験の不足を感じながらも、両氏
の背中を追いかけ懸命に仕事を覚えようと努めた。
2009年度の「演劇計画」では、後に「KYOTO EX-

PERIMENT 京都国際舞台芸術祭」（以下「KEX」）
の公式プログラムとなる三浦基、ジゼル・ヴィエン
ヌ、高山明、白井剛らとのプログラムを実施し、翌
年のKEX初年度において、フェスティバルの広報を
担うことになる。苦労の全てをここで語ることはで
きないが、同センターの個々の事業に比べKEXの

規模は大きく、それに比例して新たなフェスティバ
ルの立ち上げのために多様なコミュニケーション
能力が求められた。同時に広報という仕事が、芸術
と鑑賞者の間を有機的に繋ぎながら普及すること
を意識させた。
その成果の一つが、同センターの在籍最終年に担
当した文化庁メディア芸術祭 京都展「パラレルワー
ルド 京都」（以下「メディア芸術祭」）であった。本
誌にご寄稿いただいている吉岡洋ら有識者による
プロジェクト・チームを立ち上げ、各会場の担当
者と協力しながら企画を立案し、傍らで広報も行
い、サポートスタッフを組織しながら京都芸術セン
ター、京都国際マンガミュージアム、京都府京都文
化博物館、京都国立近代美術館等といった複数会
場で展覧会と関連プログラムを実施した。KEXでの

経験は、フェスティバルという規模の同展の運営を
司るために最大限活かされた。
こうした人材育成の第2フェーズにおいて、諸先輩
方からスキームやフローについて言葉で教えを請い
ても自身の身にはならず、少なくとも初年度は能力
のなさに落胆し続ける日々だった。それを支えてくれ
たのは、苦労を分かち合うことのできる同僚たちと、

材が不足している状況を鑑み、それを担う人材とし
て私を更なるレベルに引き上げるという趣旨の言葉
だった。あわせて、芸術におけるジャンルの越境はも
とより、科学や技術とのコラボレーションによる新
たな可能性を示すという、未知のチャレンジはこの
業界に関わり始めた時の感覚を思い起こさせた。こ
うして、アート×サイエンス・テクノロジーへの新た
な挑戦が始まった。
文化・芸術を担う人材として与えられたこれらの機
会は、アートコーディネーターや学芸員、広報や教
育普及の実務経験だけでなく、あらゆるジャンルに
関心を持つことのできる、視野の広い人材を育成し
つつあると感じている。また、かつて苦労を分かち
合った同僚たちは、助けを求めれば手を差し伸べて
くれる。人材育成による成果は、決して個人の能力
の向上だけでなく、これからを担う人材同士のネッ
トワークであり、そこには機会を与えてくれた行政と
惜しみなく指導してくださった方々がいることを忘れ
てはならない。そして、「その経験を生かしてほしい」
という言葉は今、新しい可能性と人々をつなぐ架け
橋となることを私に求めていると一考する。

今、私に求められているものとは－文化・芸術を担う人材として
育成されるということ

今、私に求められているものとは－文化・芸術を担う人材として育成されるということ
山本恵子

山本 恵子　Keiko Yamamoto
1983年、広島生まれ。京都造形芸術大学
卒、関西大学大学院修士課程修了。2009
年から京都芸術センターのアートコーディ
ネーターとして勤務。2012年から広島県
立美術館（株式会社乃村工藝社所属）に
て、主に所蔵作品展と広報を担当。2018年から京都芸術セン
ターのプログラムディレクターとしてKYOTO STEAM－世界
文化交流祭－実行委員会に勤務。
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対談「舞台芸術フェスティバルにおけるディレクションとは」

橋本：私は10回をもってKYOTO EXPERIMENT

（以下「KEX」）プログラムディレクターを退任しま
すが、ひとつのフェスティバルのディレクターを10年
務めて、非常に貴重な機会を得ました。この経験を
言葉にしてできるだけ多くの人に知っていただくこ
とで、ディレクターという職業を務める方が今後増
えることを期待してお話したいと思います。それに
あたり、私が影響を受けた方とお話することで、自
分自身気づいていなかったことも言語化できるので
はないかと思い、今回の対談を行うことにしました。
私が影響を受け、今日お話するクリストフ・スラフマ
イルダーさんと出会ったのは、2007年でした。その
頃私は京都芸術センターで山下残さんの作品をプ
ロデュースしていました。その作品が、当時クリスト

返ることはあまりないので、その機会を今回いただ
けて、私自身としてもありがたいことです。ディレク
ターという責任をどう請け負うのか、という話にもつ
ながると思います。はじめに申し上げたいことがあり
ます。それぞれのフェスティバルが行われる土地や
文脈、環境等は異なるため、ひとつのフェスティバル
のスキームを別の場所や人に応用しても機能しな
いという前提がある、ということです。私がディレク
ターを務めていた当時のクンステンのヴィジョンは
とてもシンプルで、国際的な、かつ現代で活躍する
アーティストを多く紹介することでした。アーティス
トには世界の見方や視点を変える力があります。そ
うした力を持つ人たちは社会の中心に据えるべきで
あって、その場をフェスティバルとして作ることが大
事だと思っています。クンステンにとって核となる重
要な考え方が、クリエーションです。フェスティバル
でよく起こることは、招聘する立場の人間が世界を
飛び回り、まるでショッピングをするように作品を探
すということです。対してクンステンでは毎年70～
80％の公演が新作で、アーティストの対話の中で作
品を創るということをしていました。チェルフィッチュ
については、私にとっても彼らにとっても、お互いが
重要な役割を果たしたといえると思います。初海外
公演をクンステンで行ったことで、チェルフィッチュ
にとってはそのほかさまざまな場所で公演の機会を
得ることにつながりました。クンステンに招聘したの
が2007年で、それ以降10回以上コラボレーション
やクリエーションを共にしましたが、その中で新作に
ついての対話をたくさん行いました。継続的な関わ
りが互いの信頼を築くことになったと思います。これ
らは日本の舞台芸術にとっても重要な動きだったと
思いますし、チェルフィッチュが国外で評価を受けた
ことが国内の活動にもよりつながったと思うので、こ
うしたアーティストとの関係を大事にしています。私
がこれまでやってきたことをキーワードに沿ってお
話すると、1つ目はいまお話したクリエーション、新

登壇者

クリストフ・スラフマイルダー（ウィーン芸術週間芸術総監督）
橋本裕介 （KYOTO EXPERIMENT プログラムディレクター（対談当時） / 

 KYOTO STEAM ─世界文化交流祭─実行委員会 チーフディレクター / ロームシアター京都 プログラムディレクター）

通訳：田村かのこ（Art Translators Collective）

フさんがディレクターを務めていたブリュッセル（ベ
ルギー）のフェスティバル、クンステン・フェスティバ
ル・デザール（以下「クンステン」）で招聘されるとい
うことになり、東京でお会いしました。クンステンは、
多くの非欧米圏のアーティストを紹介し、2007年に
はチェルフィッチュの初海外公演もプロデュースし
たフェスティバルです。クリストフさんは、2019年か
らウィーン芸術週間の芸術総監督に就任されてい
ますが、2007年から12年間、クンステンのディレク
ターを務めてこられました。クンステンの紹介と共
に、ディレクターを務めていらした当時、どのような
作品を手がけておられたのかについても、お聞かせ
ください。
スラフマイルダー：ディレクターの仕事について振り

作をより多くのアーティストと創っていくということ、
そして2つ目は現代性、現代の今、ここで起こってい
ることといかに向き合うかということです。3つ目は
国際的な側面です。私がチェルフィッチュの作品を
初めて見たのは2006年の東京でした。その時、私
は日本語がわかりませんが感動しました。そのこと
を彼らに伝えたところ、言語がわからないのになぜ
そこまで理解してくれたのか、と驚かれました。私に
とっては舞台上で成立するアーティスティックな言
語というものがあり、それには普段話す言語を超え
る力があります。チェルフィッチュの作品から、私は
そこを読み取ったのだと思います。同時に、国際的
なあるいは自分の地域や背景の文脈にない作品を
紹介する際に気をつけなければいけないことは、エ
キゾチックな考え方、つまり自分とは異なる考え方
に魅力を見出してしまうことです。こうした異なる考
え方を、いかに理解していくかによって、この問題を
乗り越えたいと思っています。チェルフィッチュを見
た時もうひとつ感じたことは、これは日本にしかない
ものだけれど、クンステンで提示することはブリュッ
セルの観客にとっても大きなインスピレーションに
なるという確信です。その確信を持って、クンステン
ではチェルフィッチュを紹介してきました。ここまで
お話した3点に加えて、私が重要であると考えてい
るのは、分野横断的ということです。フェスティバル
はさまざまな芸術分野を紹介することができます
が、分野のみならず、創作段階においてもアーティス
トはさまざまなものをミックスしながら活動していま
す。そこを大切にしていきたいと考えています。
橋本：今日は私から3つの大きな柱を立てて質問
したいのですが、これらはKEXのプログラムディレ

クターの活動と結びついています。2年ほど前から
私は10回目でディレクターを変えたいと思っていま
した。ディレクターの仕事について整理すると、3つ
のポイントがあることに気づきました。1つ目はアー
ティストと共に創ること、2つ目はフェスティバルの
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アイデンティティを作り、観客や外部とコミュニケー
ションを図ること、3つ目はどう組織を作っていくか
ということです。クリエーションは、KEXにとってフェ

スティバルの成り立ちから考えても非常に重要で、
これまで毎年、プログラムの半分ほどは新作を紹介
してきました。例えば、クンステンでも紹介されたブ
ラジルのアーティスト、マルセロ・エヴェリンの『突然
どこもかしこも黒山の人だかりになる』は、京都での
クリエーションを経て発表した作品です。EXPERI-

MENTというフェスティバルの名前がある以上、実
験をする必要があり、それをシェアすることが重要
だと考えていました。その背景には、京都では多くの
アーティストが活動し、その活動を支える場も存在
しているということがあります。創作の場としては他
の地域よりも恵まれています。しかし、創作を発表ま
でつなげるプラットフォームがなかったことが、KEX

ができた理由でもあります。クリストフさんは新作の
創作にあたっては、アーティストにどう依頼するの
か、そして依頼から公演までのプロセスでどうアドバ
イスをするのでしょうか。
スラフマイルダー：重要なのは、自分が知らないアー
ティストとは新作のクリエーションはできないという
ことです。一度も会ったことのないアーティストとク
リエーションすることはできないので、さまざまなと
ころに出かけていくことが重要です。より多く出向い
て作品を見て、人と出会い話し、作品が良いと思っ
たらそのアーティストと話して、そのアーティストが
どんな人なのかを理解することが、私には必要なプ
ロセスです。新作の創作においては何が起きるか
わからないというリスクがありますが、アーティスト
のバックグラウンドを理解していればそのリスクを
負うことができますし、信頼できるからです。ディレ
クターとしての仕事の質においては、アーティストと
どれだけ活動を共有しているかということが重要で
す。時には距離を保つことも大事ですが、アーティス
トとコミュニケーションをとりながら、活動の発展を

トを同等に紹介する、ということをしていました。こ
れはひとつのアイデンティティ作り、イメージ構築に
つながり、観客の興味を引くことができたと思いま
す。もう1点、私はフェスティバルにおいて何かひと
つのモットーやテーマを提示することは避けていま
す。私にとってフェスティバルは、ピースである各作
品が集まって出来上がるもので、そのどれかが欠け
ては成立しませんが、それらのピースはひとつのモッ
トーやテーマに回収されるものではありません。ラ
イブであり生の作品を扱っているため、公演中に作
品について新しく気付かされることもあり、それを楽
しみにしていますが、一方でわかりやすいイメージ
がない状態で何を題材にして広報するのか、何をア
イデンティティとして伝えるのかは、悩みどころです。
観客に対して、ウェルカムな雰囲気をいかに作るか
ということで、この問題を解決しようとしています。
観客が、自分がいても良いのだという感覚を持てる
ようにすることです。
橋本：いまのお話で私が明らかに影響を受けている
のは、全てのアーティストを同じボリュームで紹介す
るという点です。KEXでは毎年フェスティバルブック
を作っているのですが、各アーティストに同じページ
数を割いています。このブックを通して私たちがどの
ようなアイデンティティを伝えてきたのか、説明でき

理解していくことが重要だと思います。チェルフィッ
チュの作品（2019年のKEXで発表された『消しゴ
ム山』）を見て嬉しかったのは、新しい挑戦を感じ
たことです。これまでの作品を知っているので、新た
な実験をする彼らの姿を見ることができたのは嬉し
いことでした。時には新作が失敗に終わることもあ
りますが、ディレクターとしてはアーティストと共にそ
の失敗を受け入れる力を持つことが必要です。終演
後、観客が作品は良くなかったけれど、このアーティ
ストの作品上演を続けてくれてありがとう、という感
想を言ってくれることがあり、そうした感想は嬉しい
ものです。つまり、ディレクターとしての仕事の重要
な部分は、観客にアートは試行錯誤の連続であるこ
とを理解してもらう、ということです。ブリュッセルの
観客はおそらく日本の観客よりもチェルフィッチュ
の作品を見ていると思いますが、回を重ねると前回
の作品の方が良かったという感想が出ることもあり
ます。しかし、観客もこのような批評的意見を持つ
ことで、フェスティバルのアーティスティックな活動
を共有することができるのではないかと思います。
橋本：では次にフェスティバルのアイデンティティ
をどのように作るのかについて、お伺いします。フェ
スティバルと観客がどのような関係を作っていくの
かということであり、私は重要なことだと考えていま
す。観客にフェスティバルの継続を知ってもらい、信
頼関係を築くことで、新作や新たな試みに対して理
解を得られるからです。クリストフさんは、こうした観
客とのコミュニケーションにどのように取り組んでこ
られましたか。
スラフマイルダー：フェスティバルはイベントですの
で、期間が過ぎれば終わりますが、だからこそ長期
的なアイデンティティを構築し、観客との信頼を構
築することが重要です。クンステンでは有名なアー
ティストのみならず、まだ無名のアーティストも紹介
してきました。広報においては、有名なアーティスト
の名前で集客を図ることはせず、全てのアーティス

ると思います。これは美術館のカタログを意識して
います。舞台芸術の観客を増やすためにはどうした
ら良いかを考えた時、美術など芸術関連の異なる
分野からアプローチしようとしたことが発端としてあ
りました。それで気づいたのは、舞台と美術の仕組
みの違いについてです。舞台は入場料収入が収入
の重要な部分を占めていますが、美術はその割合が
非常に少ないのです。ここから言えるのは、舞台の
方が民主的、つまりキュレーターやディレクターの
みならず観客から受ける影響が大きいということで
す。良い面として民主的と言いましたが、芸能的・大
衆的な要素にも結びつきます。観客が自分の好きな
演出や俳優は見に行くが、それ以外のものには足を
運ばない、ということが起こりがちです。KEXは舞台
を通じて観客とも一緒に考え話す場にしたかった
ので、むしろ美術の開かれた環境に近づけてみるこ
とを考えました。
スラフマイルダー：このフェスティバルブックはコミュ
ニケーションにおいて非常に重要な役割を担ってい
ると思います。本の形であることで、フェスティバル
後に捨ててしまうのではなく保存しておきたいと思
えるようなものになる。フェスティバルが年間を通し
て観客とつながることになるし、フェスティバル自体
に価値を持たせるものだと思います。クンステンでも

マルセロ・エヴェリン/デモリションInc.『突然どこもかしこも黒山
の人だかりとなる』（2013）　会場：京都芸術センター  Photo by 
Takuya Matsumi　　

チェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム山』（2019）　会場：ローム
シアター京都　Photo by Yuki Moriya
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ブックを作っていましたが、一過性でないものを作
ることによってブランディングにもつながるし、フェ
スティバルが観客にどう受け入れられるか、というこ
とにも変化が見られたと思います。ディレクターとし
て、自分がやろうとしていることを適切に翻訳し、そ
れを伝えるツールを選ぶことが重要だと思います。
橋本：このブックにも内容の変遷がありました。最初
は公演情報、次ページにアーティストのプロフィー
ルや背景を紹介する、という内容でした。そこから、
公演情報に加えて作品の解説になるようなアーティ
ストの言葉やレビュー、またはその作品を知る方に
寄稿してもらうという形に変化し、2018年からはま
たさらに変化を加えて、直接作品には言及せずとも
その作品が持つ今日的なテーマについて、関連する
専門家の方に寄稿していただく、という形になりまし
た。この変化は、KEXがどのように変化したかにも
関係するものだったと思います。
では最後のトピックに移ります。フェスティバルとい
う組織では、作品のマネジメントやコーディネート、
広報、舞台技術、また予算管理など様々なセクショ
ンが同時進行で仕事をしています。その組織をどう
マネジメントしていくかということも、フェスティバル
ディレクターとしての仕事だと思います。その部分
についてクリストフさんにもお話いただきたいので
すが、クンステンでは、ディレクターに就任される前
からフェスティバルチームで仕事をされていました。
チームの一員であった中から役割が変わったという
ことがあったと思います。そして現在仕事をされて
いるウィーン芸術週間は約70年続いているフェス
ティバルで、すでに大きな組織がある。ウィーンに移
籍するにあたっては、これまでクンステンで一緒に仕
事をしていた人たちは連れて行かず、すでにウィー
ンのチームにいたスタッフと仕事をされています。
フェスティバルディレクターという職に対する認識
の違い・変化、あるいは場所の変化や組織の成り立
ちによってフェスティバルディレクターの仕事には違

います。私のヴィジョンをチームと共有できなけれ
ば、外部にも伝わらないのです。ウィーンはクンステ
ンより規模が大きいので、できるだけスタッフ全員
とコミュニケーションを取るように心がけています。
フェスティバルに関わる全スタッフに共通の目標を
共有してもらうことと、それに対するフィードバック
を得るようにしています。クンステンでの12年が成
功を収めたとするならば、チームのクオリティーを高
めたことで、フェスティバルの評価につながったのだ
と思います。ディレクターとしてアーティストとの創
作にかける時間や労力を、同様に組織のあり方にも
かけることが大事だと思います。
橋本：KEXのチーム作りにおいて私が意識したの
は、強弱の調和を保つことです。多くの公的資金を
得て活動しているフェスティバルですので、予算を
適切に使う責任があります。その予算を預かってい
る以上、無責任な使い方をしては信用を失うので、
気をつけねばなりません。一方、そうしたことが自己
目的化すると組織が官僚化していきますし、フェス
ティバルのクリエイティビティにも影響を与えてしま
います。社会的な信用を保ちつつクリエイティビティ
を発揮することのバランスを、仕事の仕方において
どう担保するかということが重要です。
スラフマイルダー：責任に関して言えば、別の言葉
でプロフェッショナリズムといえるかと思います。
アートの仕事においては、これがプロフェッショナル
な仕事であるという認識が内外部で欠けやすい傾
向があるので、そこに対しての認識を改めることは
非常に大事なことだと思います。
橋本：観客の方から質問はありますか？
質問：2019年のウィーン芸術週間の演目を2つ拝
見しました。2つとも劇場ではない場所での上演で
したが、そうしたスペースでの上演はどのように決め
ていますか。
スラフマイルダー：ウィーンの文化施設は中心に集
まっていて、広がりがないという印象を最初に持ち

いがあるのではないか、ということについてお聞かせ
ください。
スラフマイルダー：橋本さんがおっしゃった問いの
中に答えはいくつかあると思います。クンステンか
らウィーンへ移籍するのは大きな変化でした。クン
ステンは私にとって居心地の良い場所でした。ブ
リュッセルは私の生まれ育った街で、チームのスタッ
フもよく知った仲であったことが、居心地を良くして
いました。そして今ウィーンでは、住んだこともなく
言語もおぼつかない状態で、非常に新しい環境に
身を置いています。そのような環境にいることはひ
とつのエクササイズのようであり、それに自分がどう
向き合っていくかということが重要だと思います。こ
の対談ではディレクターの専門性についてお話して
いますが、新しいコンテクストに身を置くことによっ
て見えてくることも多くあります。自分が知っている
こと、できると思うことに依拠して仕事をする場合
が多くありますが、新しい環境に身を置いてみると、
それがいかに脆いものであるかということがわかり
ます。おそらく他の職業にも言えることなのですが、
長く同じ場所にいると考え方も凝り固まりますし、
自分の知る範囲の中でしか考えられなくなります。
思考が固まる危険性を回避するためには、強制的
に環境を変化させることが重要だと思います。また
ウィーンへ移る時考えたのは、クンステンで行ったこ
とをウィーンで再生産してはいけない、ということで
す。ウィーンで新たにできることは何かと考えて、ク
ンステンで慣れ親しんだ同僚を連れて行きませんで
した。一人で移ったウィーンで、私のやりたいことは
これだからついてきて、というやり方は成立しないの
で、就任の1年目はウィーンの成り立ちや軌跡、そし
て今後どのような道へ行く可能性があるかを、チー
ムとのコミュニケーションを通じて理解しようとしま
した。同じことを繰り返さないための方法を探ると
共に、ウィーンの今後を考えるのは自分一人ででき
ませんので、チームの人たちと共有しながらやって

ました。道路が環状に走っていて円が二つあるよう
な構造の街なのですが、円の中に施設やそこで行
われるイベントが集中しています。もっと動きを作ろ
うと考えて、その取り組みが劇場でないスペースで
の公演です。またウィーンには川が流れているので
すが、川の向こう側のコミュニティと離れている感
覚があったので、そこにも動きをつけることを考えて
公演場所を選びました。フェスティバルの公演が街
の様々な場所で行われることで、観客もアーティス
ティックな視点で街の新たな側面を見つけられる
ようになると面白いと思います。街とフェスティバル
の関係の築き方もディレクターの仕事の鍵だと思
います。

クリストフ・スラフマイルダー　Christophe Slagmuylder
1967年、ブリュッセル生まれ。ブリュッセ
ル自由大学（ULB）で現代美術史を専
攻。ラ・カンブル国立視覚芸術高等学校
（ENSAV）の視覚理論教師としてキャリ
アをスタート。2007～2018年、クンステ
ン・フェスティバル・デザールの芸術監督を務め、2019年からは
ウィーン芸術週間の芸術総監督に就任。フランス共和国から
芸術文化勲章シュヴァリエを与えられる。2018年10月、クンステ
ン・フェスティバル・デザールの前芸術監督であるフリー・レイセ
ンと共に名高いプリ・ドゥ・ラ・クリティーク（批評家賞）を受賞。

橋本 裕介　Yusuke Hashimoto
p.13に前掲
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シンポジウム「企業活動と芸術の来るべき関係」

橋本： KYOTO EXPERIMENT 2019の関連イベントと
して開催する今回のシンポジウムは、KYOTO STEAM

－世界文化交流祭－（以下「KYOTO STEAM」）の
ある種のプレイベントと位置付け、「企業活動と芸
術の来るべき関係」と題して行います。従来、企業
の芸術活動支援は広告協賛という形が多く見られ
ますが、それ以外の企業と芸術との新しい関わり方
について、長年活動を行ってきたパイオニアの方々
をお呼びしてディスカッションします。
片山：セゾン文化財団の前史は、後にセゾングルー
プとなった西武流通グループという企業集団の文
化活動にあるといえます。このグループでは、1960

年代からデパート等で文化活動を行っておりました
が、75年に西武百貨店池袋店の中に西武美術館
を開設、現代アートを中心に紹介しました。当時の
美術館では現代アートを扱うことは稀であったた
め、この取り組みは新しいものでした。ヨーゼフ・ボ

設立したのかというと、ひとつは設立の1987年とい
う年に関係しています。この年は銀座セゾン劇場が
できた年でもありますが、その設立にあたって、演劇
を「創る場」が非常に貧弱で、かつ人材育成システ
ムもない状態であったことから、これらの面をサポー
トする財団を作るべきだと考えたのです。もうひと
つは、堤が展開してきた文化活動を、企業の盛衰と
関係なく継続するためであったということです。当財
団では、現代演劇や現代舞踊を支援していますが、
当時このような財団はほとんどなく、財団の関心は
音楽や美術分野が中心でした。演劇・舞踊が抜け
ていた状況を受けて、この分野にターゲットを絞り
ました。セゾン文化財団には、芸術・文化活動を支
援するというミッション＝設立目的がありますが、自
らの基金があるため、目的を達するための政策を
比較的自由に進められますし、長期的に活動を展
開することができ、組織力と専門性を蓄積しやすい。
その強みを活かして、既成概念にとらわれず、新し
い価値や創造を生み出すことが当財団の役割であ
り、同時に企業や行政では取り組みにくいことに取
り組むことも役割だと思っています。当財団の特徴
として、創造活動＝クリエーションに支援している
ということがあり、それを支える稽古場施設の運営
も行っています。また、最低でも2～3年にわたる長
期的な支援を行うことがポリシーであり、資金面に
留まらない支援も積極的に行っています。場所を提
供する、機会を提供する、知識・議論の場を提供す
る、ネットワークを提供するなどの支援が挙げられ
ます。メインの助成プログラムは、セゾン・フェロー
といって、アーティストの創造活動全体を支援する
ものです。創造環境イノベーションというプログラム
では、芸術文化における課題を解決する取り組みを
支援しています。財団側から問題提起をすることも
あり、このように課題を起点に支援制度を作ってい
くようなやり方は、公的支援ではあまり行われてい
ない気がします。また、公的支援では途中変更が難
しいなど不便な面が多いことを鑑みて、当財団では
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イスというアーティストが資本主義批判をしていま
したが、資本主義の象徴であるデパートの中で彼の
展覧会が開かれ、彼自身がパフォーマンスを行った
のは面白いことでした。スタジオ200という小劇場
を同百貨店の中で運営していましたが、これはオル
タナティブスペースの先駆けとなるものでした。のち
にパルコ劇場と改称した西武劇場を70年代から渋
谷で運営し、また1987年には銀座セゾン劇場とい
う、800席ほどの劇場を開設しました。ミニシアター
の先駆けといえる映画館や八ヶ岳高原音楽堂も開
設しました。アカデミックな研究をする雑誌を発行
するなど、地道な活動にも取り組みました。これらセ
ゾングループの活動には、パトロネージュに近いも
のもありました。
セゾン文化財団は、セゾングループを立ち上げた事
業家の堤清二が、私財で1987年に設立した財団
です。企業での文化活動に加えて、なぜこの財団を

融通のききやすい、使い勝手のいい支援プログラム
を作っています。
橋本：セゾングループのメセナ活動についてもあわ
せてお話いただいたことで、企業メセナと助成財団
の2つの視点からのサポートについて伺えました。
続きまして芝川さんお願いします。
芝川：千島土地株式会社は、長い歴史をもつ会社
であり、大阪湾に近い木津川流域の北加賀屋地区
に広大な経営地を有していました。大正時代から
高度成長期にかけて、造船所やその関連工場等に
土地を賃貸していましたが、産業構造の変化に伴う
造船所の移転等により土地の返還が進んだことか
ら、近年では新たにアート関係者に土地や建物を
供することにより、住之江区北加賀屋を芸術文化
の集積する創造的エリアへと変えていく「北加賀屋
クリエイティブ・ビレッジ（KCV）構想」に取り組ん
でいます。取り組みのひとつである名村造船所大阪
工場跡地の活用につきまして、ご紹介させていただ
きます。土地返還後この場所は大型クルーザーの
保管場所として機能していましたが、不動産バブル
の崩壊で暗黒の時代を迎えます。この落ち込みの
中で我々不動産経営の会社がどのように生き延び
ていくのかというところから取り組みが始まっていま
す。きっかけは、2004年に始まったNAMURA ART 

MEETING ’04–’34でした。名村造船所跡地に集
まり、どのような活動ができるかをディスカッション
する場を30年間のスパンで考えるというコンセプト
のプロジェクトでした。この時、場所を無償提供し
たことが、当社がこうした事業に取り組むようになっ
た契機です。2009年からは「KCV構想」をスター
トして、2019年で10年目を迎えます。現在北加賀
屋には約40箇所のアーティスト・クリエイターの活
動拠点があります。本構想は、片山さんが理事をさ
れていた当時の企業メセナ協議会「メセナアワード
2011」で大賞を受賞しました。我々企業経営者は、
自分たちの日頃の営みが正しい方向に進んでいる
のか、疑問を持ちながら活動していますが、片山さ
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んをはじめ専門家の方々に評価していただいたこと
で、活動がさらに加速することになりました。同年、
一般財団法人おおさか千島財団法人を設立しまし
た。不動産会社がアートに関わることは、取り組み
を始めた当時は全国的に見ても珍しく、株主の理
解を得るのも時間がかかりましたが、メセナアワー
ド受賞などで社内の理解を得ることができました。
アートイベントを行う際には役員・社員及び株主に
も説明し、こうした活動がいかに地域発展に寄与し
ているかを見ていただく機会を作っています。我々
の活動は一企業の活動から始まりましたが、少しず
つパブリックな意味合いをおびた活動になってお
り、北加賀屋＝アートのまちという地域ブランディン
グが進んでいると感じています。造船所というもの
づくりの場から出発して、アートの街としての取り組
みをこれからも発展させていきたいと考えています。
橋本：ものづくりは行政が担うと想定されていると
ころに、一企業がアートとどのように関わっていった
かというお話をしていただきました。では次に平竹さ
んお願いします。
平竹：私は2019年3月末まで京都市の職員を務め
ておりまして、在職中から引き続きKYOTO STEAM

－世界文化交流祭－プロデューサー及びロームシ
アター京都館長を務めています。先ほど芝川さんか
ら、プライベートで取り組んでいたことがパブリック
になってきたというお話がありましたが、私はパブ
リックな行政で取り組んでいた活動がどう一般企
業と結びついていったかの観点でお話します。私は
1982年に京都市役所に入り、最初は管理部局に
在籍していました。2002年から産業観光局のスー
パーテクノシティ推進室に在籍しまして、そこで初め
て産業の仕事をしました。その当時、京都市は方針
のひとつとして新産業に力を入れていました。その
後2005年に京都高度技術研究所に出向し、産業
支援機関としての役割を担っているところに2年在
籍しました。
2007年から文化に関わっています。文化は基本

会です。こうしたコラボレーションから新しい作品
が創られることを展覧会で示して、次のステップで
あるコンペティションにつなげていきたいと考えて
います。この事業から思うのは、アートの発想は企
業に刺激的な影響を与えるということです。コンペ
ティションでは、さまざまな企業に手をあげてほし
いですね。企業とアートが対等な立場で活動するこ
とで、企業活動と文化活動に新しい兆しが見える
のではないかと考えています。
橋本：ロームシアター京都のお話とあわせてKYOTO 

STEAMの構想についてお伺いしましたが、その内
容も起点にしながら、本日のテーマについてディス
カッションしていきたいと思います。議論を深める
ために、少し言葉の整理をさせていただきます。片
山さんのお話で、セゾン文化財団は助成財団として
アーティストの支援を行っているとのことでしたが、
それ以前にはセゾングループが自主事業として文化
事業を行い、また堤清二さんが個人のフィランソロ
ピストとしてアーティストの支援をしていたというこ
とでした。そうした活動について寄付、協賛、助成と
言葉を使い分けることができますが、それぞれの違
いや定義についてどういった意識で片山さんは使わ
れているのでしょうか。
片山：寄付というのは意味としては広く、条件とし
て、私的目的でないこと、任意であり強制されない
こと、そして直接的な見返りがないことがあると思い
ます。協賛は、事業実施に際して資金等を差し出す
ことです。企業からすれば宣伝費でおとせるもので
す。助成は寄付の特殊な形であると思います。その
特徴としては助成を出す側にミッションがあり、また
手続き等システムを伴うこと、そして継続的であるこ
とが多いです。ここが協賛との違いかもしれません。
また、自主事業は、本来自らが進んで資金を出して
事業実施するということです。そのため形態は助成
とは違いますが、目標を達成するための手段の違い
だと思います。
橋本：芝川さんが理事長を務められているおおさか

的に自治体の発意や伝統を活かした仕事であるの
で、産業と近いものがあります。1960年に開設され
た京都会館は老朽化が進みフライタワーがないな
ど構造的な欠陥があったため、稼働率が落ちていま
した。建て替えの要望がある一方で前川國男さんと
いう日本の近代建築をリードしてきた方の建築を守
るべきだという意見もあり、再整備にあたっては議
論もありました。結果的には京都会館を壊すことな
く、基本的な形を残したままリニューアルオープンす
ることになりました。その際、再整備の費用は京都
市の資金だけでは難しい面があり、ローム株式会社
にご相談しまして、「京都会館の命名権に関する契
約」を締結し、この命名権対価を利用して再整備を
進めることとなりました。同様のネーミングライツに
より京都市京セラ美術館となる京都市美術館は、
2020年3月21日にリニューアルオープンします。企
業と組むことについては、共同事業のようにステーク
ホルダーが１つ増えることで、違う視点で意見がも
らえることが一緒にやっていくメリットだと思います。
KYOTO STEAMは、STEM教育と世界的に言わ
れるところにArtを足すという、新しいアートの形を
創るという事業構想に対し、2017年度より文化庁
から5年間の助成を受けています。事業要件として
は、フェスティバル、人材育成、ネットワーク構築を
三位一体で行うことです。本事業は京都市を中心
とした事業ですので、京都の特徴である文化芸術
の蓄積と先端企業の高い開発力から、アートとサ
イエンス・テクノロジーの融合というコンセプトに
至りました。今後行う予定の事業内容は、ダムタイ
プの新作公演やチンパンジーにアート作品をみせ
てその反応からアートとサイエンス・テクノロジー
から人間がどのように進化してきたのかを考えると
いうプログラムなど多彩です。その中心となるのが
「STEAM THINKING －未来を創るアート京都か
らの挑戦 国際アートコンペティション スタートアッ

プ展」という、企業の技術・素材とアーティストの
発意が融合されてできる新しいアート作品の展覧

創造千島財団は自主事業と助成活動の両方をさ
れていますが、どのように選択し使い分けておられ
ますか。
芝川：千島土地株式会社では、不動産賃貸業を通
してアーティスト・クリエイターの支援やアートによ
るまちづくりを行っています。また、千島財団では、
非営利での芸術文化支援を行っていますが、大型
作品の収蔵庫「MASK」の企画運営など北加賀屋
をベースに行っていく自主事業のほか、公募助成
事業は、大阪外に活動拠点をもつ方がクリエイティ
ブセンター大阪含め、大阪で行う活動への支援、ま
た、大阪をベースに活動する方に対して、使途や活
動先を問わずに助成するという二方向の助成を行
いながら、関西の芸術文化を支援しています。
橋本：先ほどから助成をする上での継続性というこ
とが指摘されていましたが、結果がすぐに出ないも
のに対して継続支援するということですよね。その
支援の基準は何でしょうか。またそれをどう長期間
見守っていくのでしょうか。例えばおおさか千島財
団のミッションである地域振興は、従来行政が主要
なセクターとして担っていた部分に一企業が関わっ
ていくことになるわけで、何が振興なのかということ
は企業だけでは決められないし、行政だけでも決
められない。そのある種のギャップにどのようにアプ
ローチされているのでしょうか。
芝川：土地の賃貸ですと物価の上昇にともない地代
をあげる必要があるので、ある意味契約した瞬間か
ら利益相反というような、冷たい関係が築かれ、地
域住民とも少し離れたものになります。しかし名村
造船所跡地が経済産業省の近代産業化遺産に認
定されたことは地域におけるひとつの成果であり、大
阪市住之江区役所と協働し、区民まつり「すみのえ
アートビート」を行うなど、クリエイティブセンター大
阪がまちづくりの未来に活かされていると考えます。
橋本：地域のアートを使った活性化について、ロー
ムシアター京都も例に挙げられると思いますが、単
に建物を改修するだけではなく、アートのセクター
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の人たちとどう関わっていくのか、あるいは地域やそ
こを訪れる方 と々どう関係していくのかということが
重要だと思います。平竹さんは、その点については
いかがでしょうか。
平竹：ロームシアター京都の再整備では、前川國男
さんの建物が大事だという意見がある一方、建物
を保持することより、もっと使い勝手のいいものを
作れたらいう両極端の意見がある中で、両方を納
得させる形に持っていくプロセスを経る必要があり
ました。リニューアルオープンして良かったと思った
のは、以前と変わらないという喜びの声がある一方
で、改修されて使いやすくなったという声の両方が
聞かれたことです。つまり、どちらの意見の方にも納
得していただけたということです。
橋本：次に片山さんに事業評価について別の角度
からお聞きしたいのですが、芝川さんのお話の中で
も、単純におおさか千島財団が関わるのみならず、
移り住んだ人たちも参加して営みを広げているとい
うことがありました。一個人が携わり、またNPOも

参加するような事業の運営にあたっては、運営部分
に対しての支援やサポートがなければ、新しいこと
ができないと思います。一方で、事業そのものでな
く、運営することをどう評価するのかというのが難し
いことではないでしょうか、セゾン文化財団が運営
助成を続けてこられる所以を教えていただけますで
しょうか。
片山：当財団の助成は長期間をポリシーとしている
と申し上げましたが、なぜかというと、長く支援しな
いと我々が望む成果＝変化が観察できないからで
す。行政などでは、事業単位で助成して、それを数
値的に評価しようとしますが、アウトプットのみを評
価していくのでは本質がとらえにくい面もあります。
それよりも、アーティストの活動がどのように展開し
ていっているのか、それを物語として捉えることが評
価として重要だと考えていて、それには１年では足り
ません。そのためにも長期間支援をしているわけで
す。ですから、評価と助成プログラムは一体であると

いくかということについては、いまアーツカウンシル
というものが日本各地にできつつあります。これはも
ともと英国が発祥ですが、事業をきちんと評価でき
る専門スタッフを配置した公的機関です。英国では
第二次世界大戦後すぐにできたもので、芸術に対
する政治の介入を防ぐためでもありました。この制
度をきちんと使うことができると良いと思います。
橋本：アーツカウンシルが、アートに関心のある企
業、財団の関わりを促進する機運を高めることが大
事だということですね。
片山：もう一点、現代アートは難しいという意識が、
新しい表現が今ひとつ普及しない理由でもあると思
いますが、そう考えているのは我々世代だけなので
す。20世紀の「前衛的」アートを見てきているのでそ
う感じてしまいますが、21世紀の現代アートは決し
て難しくない。むしろ今は伝統芸術を理解する方が
難しいでしょう。ただ、子どもたちにアートを理解して
もらうためには、観るトレーニングも必要でしょうね。
ディズニーランドを楽しむのとはやはり違いますから。
橋本：教育が大事ということですね。
平竹：京都市交響楽団の副楽団長をしていたので
クラシックが削られるのは苦しいことではあります
が、多様な分野に広がっていくことが大事だと思い
ます。京都には芸術系の大学が多くあり、アーティス
トを目指している学生が多い反面、発表する場がな
いために東京などに出てしまうのです。美術館など
がその役割を果たすべきであり、継続的な仕組みを
作っていくことが大事だと思います。企業との関係と
しては、アーティストと組むメリットを感じてもらえる
ように活動することが大事だと思います。
橋本：会場の皆さんからご質問があれば。
質問①：片山さんは舞台の未来は明るいと思いま
すか。
片山：明るいといいですね。価値の定まらないもの
に対する投資は企業にとってもいいことだと思いま
す。企業はもともと課題解決型と価値創造型の両
方の性質を持っているので、将来に向けた投資とし

いうことです。また、いつも申し上げるのですが、気
持ちよく支援プログラムを止めるためにも適切な評
価は必要です。
平竹：行政は文化や事業の評価を個々の数値で決
めがちなので、片山さんがおっしゃっていた、支援を
美しく止めるために長期的な評価軸が必要であると
いうことは、とても良いことだと思います。京都市の
予算の枠の中で、こういう事業がやりたいということ
が出てきたとき、予算枠が増えない場合には何か削
る必要が出てくるので、そういうときにしかるべき評
価がそれぞれの事業に必要だということもあります。
橋本：では次に、お三方が関わられている芸術は主
に現代芸術ですが、現実には多くのメセナがある一
方、予算が投入されているのはクラシック音楽や西
洋絵画が多いわけです。現代的なものに対しては少
ない割合でしか支援がないという部分を、今後どの
ように変えていけるのかについてご意見をお聞かせ
願います。2つのポイントとして、ひとつは現代的な
表現は現在進行形ですから、作品そのものの価値
が定まらないため評価が難しいということがありま
す。だからこそ、ある特定の作品に留まらない、別の
角度からの評価の視点が今後のためには必要であ
ると思います。また、日本社会においては、芸術＝西
洋の文化というステレオタイプが未だに根強くある
のではないかと思います。一方でメセナ協議会の発
行するメセナ白書によると、近年のメセナの目的は
企業としての価値創造のため、という会社が多くみ
られます。アートがもたらす直感が企業の新たなイ
ノベーションにおいて必要だと期待している部分も
あるということです。このような観点において、現代
的な表現と企業の関わりをどう増やしていけるかに
ついてお聞かせください。
片山：セゾングループが現代アートを早い時期から
扱っていた理由として、20世紀のアートはイノベー
ションの連続であり、その空気感と西武百貨店の新
しいものをやっていこうという企業文化がマッチし
たのだと思います。現代の芸術活動をどう支援して

て企業が中心となってやっていくべきではないかと
思います。
質問②：価値創造について、若い世代の教育が価
値のあるものになっていくには何が必要なのでしょ
うか。
芝川：子どもたちにアートに親しんでもらうことです。
平竹：良き市民になってもらうことも価値であると思
います。京都でいうと先人たちが切り開いてきた価
値の上で時代ごとに新たなものを見出してもらうこ
とですかね。
片山：価値創造は、「今後どうなるかわからない」と
いうことを否定的に考えないこと。課題解決におい
ては、従来見落としてしまっていた価値を発見する
ことも重要ですね。
橋本：民間企業は新しい表現と非常に親和性が高
く、潜在的には色々交わっていけると思います。ま
た若い頃からアートに触れていくことが大事だと思
います。

片山正夫　Masao Katayama
1958年生まれ。（株）西武百貨店文化事
業部を経て、1989年（財）セゾン文化財団
事務局長に就任。2003年より常務理事。
2018年、理事長に就任、現在に至る。1994
～95年、米国ジョンズホプキンス大学公共
政策研究所シニアフェローとして、非営利組織のプログラム評
価を研究。慶應義塾大学ほかでの非常勤講師のほか、（一財）
非営利組織評価センター理事長、（公財）助成財団センター、
（公財）ジョイセフ理事、アーツカウンシル東京カウンシルボー
ド委員、等を務める。著書に『セゾン文化財団の挑戦』等。

芝川能一 Yoshikazu Shibakawa
1948年兵庫県生まれ、慶応義塾大学経
済学部卒業。1980年千島土地（株）入社、
2005年代表取締役社長に就任。千島土地
（株）は、不動産会社として土地・建物の
賃貸に加え航空機リースも手掛けるほか、
所有不動産周辺エリアのまちづくり活動に積極的に取り組ん
でいる。2011年、会社設立100周年を記念し、助成や創造活
動拠点の提供を通じて大阪で行われる芸術・文化活動の支
援を行う一般財団法人おおさか創造千島財団を設立。

平竹耕三　Kozo Hiratake
p.5に前掲

シンポジウム「企業活動と芸術の来るべき関係」
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美術、音楽、舞台芸術を問わず、「ジャンルにとらわ

れない」とか、「ジャンルの壁を越えた」とかいった

言い方を、私たちはしばしば耳にする。知らず知ら

ず、自分自身も用いていることさえある。現代的な作

品について語るとき、こうした評言はほとんど定型

句、あるいは枕詞のようなものになっている。つまり

作品が「ジャンルにとらわれない」と評されても、そ

こにはたいした驚きも抵抗感もなく、ほどほどに耳

に心地よい褒め言葉、という程度の語感しかない。 

既存のジャンルの「壁」を越えるには、今ではそれ

ほどの勇気も決断も必要ではないということであ

る。それはセンセーショナルな逸脱や侵犯ではなく、

したがって本気で非難も称賛もされない。とはいえ

「ジャンルにとらわれない」ことが、定型句とはいえ

褒め言葉として響くのは、それがかつては危険を伴

う果敢な越境行為だったことを示している。「ジャン

ル」とはそもそも何であり、それに対する私たちの態

度はどのように変化してきたのだろうか？ 

「ジャンル（genre）」はフランス語からの外来語で、

その源はラテン語の「ゲヌス（genus）」である。日本

語では「属」と訳す。「属」を構成する要素が「種」

である。「パフォーマンスは美術の一種である」と

いう文と「パフォーマンスは美術に属する」という

文は同じ意味であり、この場合「パフォーマンス」が

「種」で「美術」が「属」である。これに対して「い

や、パフォーマンスは美術ではなく、むしろ舞台芸術

だ」と反論する人がいるかもしれない。

半世紀前には、こうした「所属」をめぐる問い（最

大のものでは「これが芸術か？」、つまりある作品が

「芸術」に属するか否かをめぐる問い）が、たしか

に重大な意味を持っていた。だが現代では、「所属」

なく、単にグローバリズムの単調な支配に服従して

いるだけではないのか。

経済的なグローバル化は既存の事実であって、それ

自体には驚くべきことは何もない。だがそれによって

私たちが何を失いつつあるのかは、知っておく必要

がある。コストの削減を求めて無制限に規制緩和

を行うと、自国の良質な産業は衰退し、雇用の安定

は崩壊し、国家は貧困化する。にもかかわらず、世

界に開かれているのは良いことのように思えるし、着

るものや飲み食いするものが安く手に入るのはあり

がたいので、グローバル化自体に抵抗するのは難し

い。唯一可能な抵抗は、民主的なやり方で国家をよ

り強くしてゆくことしかない。

文化芸術をめぐる状況も、これと似たような課題に

直面していると思う。ジャンル間を隔てる壁は低くな

り、それを越えることは、誰でも容易にできるように

なった。逸脱や越境は、禁じられるよりもむしろ奨

励されている。もちろんそのこと自体は悪いことでは

ない。また芸術と非芸術、ハイ・アートとポピュラー

カルチャー、サブカルチャーを隔てる境界も、ほとん

ど形だけのものになっている。

そうした状況は、経済的なグローバル化と同じよう

に、既存の支配的事実であり、それ自体に真っ向か

ら抵抗することは困難である。だが、そうした変化に

よって私たちが何を失いつつあるかを考えることは

可能であり、また重要である。かつてジャンルの「壁」

によって護られていた表現の可能性とは何であった

のか。その可能性を、同じ壁をもう一度築くのではな

く（そんなことは不可能である）、何か新しい仕方で

取り戻すことはできるのだろうか。それが、芸術表現

に関わる人々が直面している問いだと思う。

美学者

吉岡洋

をめぐる論争はあまり大きな関心を引き起こさな

い。むしろ「パフォーマンスが美術と舞台芸術のどち

らに属するかなんて、どうでもいい」という気分が一

般に広がっている。これが「ジャンル（属）にとらわれ

ない」ということであり、芸術に対する現代人の標

準的な態度となっている。

「ジャンルなんてどうでもいい。」わかった。けれども

そうだとしたら、そんなにどうでもいい「ジャンル」

が、なぜ、なおも存在し続けているのだろうか？ ジャ

ンルとは前時代の遺物なのだろうか？ ジャンルの壁

はしだいに消失してゆき、様々な領域の表現手段を

自由に選びとれる状況が到来したのだろうか？ 

あるいは、このように問い直してみてもいい。異なっ

た芸術ジャンルの表現手段を用い、たしかに表面上

ハイブリッドな見かけを持つ現代的な作品は、本当
4 4

に
4

ジャンルにとらわれていないのだろうか？ そこで

はジャンルの壁が越えられているのだろうか？ 過去

の規範から逸脱した作品を前にして「これが芸術

か？」と怒り出す人のいなくなった現代とは、ジャン

ルにとらわれない芸術表現が当たり前になった新

時代なのだろうか？そもそも、ジャンルを越える必要

などあるのだろうか？ 

この問いに少し距離をとって考えるために、「ジャン

ル」を「国家」に、「ジャンルの越境」を「グローバル

化」に重ね合わせてみたら、どうだろう？ たしかに私

たちの多くは、中国で縫製された服を着、ノルウェー

から来た魚を食べ、南アフリカから来たワインを飲

み、ネットで世界中の情報に接しているかもしれな

い。けれどもそんなことが、私たちが今や国家や国

境を越えた生活をしていることを保証するだろう

か？ そんな生活は実は文化的越境でも多様化でも

ジャンルが消滅することはありえないし、また望まし

いことでもない。だがジャンルの力が今、過剰な表

層的越境によって、きわめて弱体化させられている

こと、それによって創造のエネルギーを溜め込むこ

とが著しく困難になっていることは、事実ではない

かと思う。アートの未来に向けた課題を立てるとす

れば、それを「いかにしてジャンルの壁を越えるか」

ではなく、むしろ「いかにしてジャンルに新たな生
い の ち

命

を吹き込むか」と定式化すべきではないだろうか。

いかにしてジャンルに新たな生
い の ち
命を吹きこむか いかにしてジャンルに新たな生

い の ち

命を吹きこむか
吉岡洋

吉岡洋　Hiroshi Yoshioka
京都大学こころの未来研究センター特定
教授。1956年京都生。甲南大学、IAMAS、
京都大学文学部・文学研究科教授（美学）
を経て、現職。専門は美学・芸術学、情報
文化論。主な著書に『情報と生命』、『〈思
想〉の現在形』など。批評誌『ダイアテキスト（Diatxt.）』（京都芸
術センター刊）1～8号 編集長。「京都ビエンナーレ」（2003）、
「岐阜おおがきビエンナーレ」（2006）総合ディレクター。美学
会会長。
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