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この度，KYOTO STEAM－世界文化交流祭－では，昨年度，新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため，開催を延期しておりました「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 トークセッション」を開催する運びとなりました。

遺伝的・進化的にヒトに最も近い動物であるチンパンジーは，ヒトと同じようにアートを楽しむ
ことができるのかという問いに向かって2018年にスタートしたプログラム。本トークセッションは，
２年に及ぶアーティストとサイエンティストたちの協働の成果を示し，アートとサイエンスの可能
性を問うことを目的として実施します。

取材をご希望の方は，令和２年８月６日（木）までに，別紙申込書に必要事項を記入のうえ，
KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会までE-Mail又はFAXにてお申し込みください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，以下の対策にご協力をお願いいたします。

◆ 体調チェックについて
以下の症状，条件に該当する場合はご来場をお控えいただき，キャンセルのご連絡をお願いいたし
ます。
1 ３７度５分以上の発熱
2 咳，呼吸困難，全身倦怠感，咽頭痛，鼻汁・鼻閉，味覚・嗅覚障害，眼の痛みや結膜の充血，

頭痛，関節・筋肉痛，下痢，嘔気・嘔吐などの症状がある場合
3 ２週間以内に，引き続き感染が拡大している国・地域への訪問歴がある場合
（参照：https://www.tokutenryoko.com/news/passage/6755）

4 新型コロナウイルス感染症陽性の方と濃厚接触された方，その可能性のある方

◆ 当日について

1 マスクの着用をお願いいたします。
2 腕章，名札などプレス関係者であることが分かるものを持参してください。（コロナウイルス

感染症拡大防止のため，貸し出しは行いません。）
3 当日，登壇者をはじめとする関係者等への個別インタビュー，チンパンジーの撮影等を検討さ

れている場合は，別紙申 込書にその旨をご記入ください。
4 当日はスタッフの指示に従って取材いただきますよう，お願いいたします。

https://www.tokutenryoko.com/news/passage/6755
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本トークセッションは，チンパンジーのための映像作品を制作したアーティスト・人長果月

をはじめ，飼育動物の“幸福な暮らし”を実現するための具体的な方策を研究する山梨裕美，動物

とヒトの認知科学を研究する渡辺茂氏など様々な専門を有する総勢8名によるトークセッション

です。

センサー等の現代のテクノジーを用いたインタラクティブな映像作品を使った展示・公開実

験の検証結果の報告と，環境エンリッチメントへアートがどのように活用できるのかについて，

アーティストとサイエンティストらが議論しながら，KYOTO STEAMのテーマである「アート

とサイエンス・テクノロジー」の可能性を追求します。

また，今後へ向けた取り組みにもつながるものですので，ぜひ取材いただきますようお願い

いたします。

日 時： 令和2年8月9日（日）午後2時～4時

（受付：午後1時30分 開場：午後1時45分）

受 付： 京都市動物園 正面エントランス

会 場： 京都市動物園 レクチャールーム

料 金： 無料

※受付場所にて，実行委員会スタッフに取材である旨をお伝えください。

無料で入園いただき，レクチャールームへご案内します。

登壇者： 坂本英房（京都市動物園園長／チーフディレクター）

人長果月（美術家）

山梨裕美（京都市動物園主席研究員）

一方井祐子 （カブリ数物連携宇宙研究機構特任研究員）

岩城覚久（近畿大学文芸学部文化デザイン学科准教授）

吉田信明（公益財団法人京都高度技術研究所主任研究員）

狩野文浩（熊本サンクチュアリ・京都大学高等研究院特定准教授）

渡辺茂（慶応義塾大学文学部名誉教授）

平竹 耕三（KYOTO STEAMー世界文化交流祭ー実行委員会プロデューサー／

京都産業大学文化学部教授）

※３名は近畿圏外に在住のため，オンラインでの参加を予定しています。

備 考： 本イベントは映像収録を行い，本年11月頃にKYOTO STEAM－世界文化交流祭－

公式ウェブサイト（https://kyoto-steam.com/）にて公開予定です。

トークセッション開催概要

遺伝的・進化的にヒトに最も近い動物であるチンパンジーは，ヒトと同じようにアート
を楽しむことができるのでしょうか。この問いに向かって2018年にスタートした本プログ
ラムでは今回，「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－2020」において2020年3月21日
（土）～3月29日（日）の間，チンパンジーが暮らす京都市動物園の類人猿舎内にチンパン
ジーと来園者が双方向に操作可能な映像作品を展示し，実験を行いました。
ドキュメンタリー映像 https://kyoto-steam.com/program/event04/

【実施したプログラム】KYOTO STEAM－世界文化交流祭－2020
アートで感じる？チンパンジーの気持ち 展示・公開実験
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1200年を超える歴史と伝統によって培われ，継承されてきた文化芸術における「知」と「感
性」の蓄積を湛え，科学・技術の先端研究が盛んな京都。
「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」は，「KYOTO CULTIVATES PROJECT（京都は耕す，

育む，磨く）」の理念を体現し，京都賞が先駆的に示してきた科学・技術と芸術という三分野を
掛け合わせることにより，文化芸術の新たな可能性と価値をワールドワイドに問う事業です。
アート×サイエンス・テクノロジーのフェスティバル開催を核として，「人材育成（LABO）」，
「ネットワーク構築（NETWORK）」を合わせた三位一体の事業を展開しています。
https://kyoto-steam.com/

KYOTO STEAM－世界文化交流祭－について

事前の情報掲載について

京都市動物園は，明治36（1903）年4月に開園した，全国で2番目に歴史のある動物園であり，
市民の皆様から多額の寄付が寄せられ，全国で初めて市民の手によって創設された動物園です。

近年では，「近くて楽しい動物園」を目指し，約7年間にわたる施設整備を進め，平成27年
11月にグランドオープンしました。同園では，京都市と京都大学との間で結ばれた「野生動物
保全に関する研究・教育の連携協定」をはじめとして，様々な大学や研究機関との連携協定を結
び，協働しています。
そして，現代の動物園にとって重要な役割である研究や教育を基幹事業として位置付け，平成

25年に研究と教育を担う「生き物・学び・研究センター」を全国に先駆けて設置しました。種
の保存や動物福祉に関する研究を推進し，先進的な教育サービスの提供を目指しています。

京都市動物園について
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数を限定し開催いたします。このため事前の情報
掲載についてはご遠慮いただき，本トークセッション終了後にご掲載いただけると幸いです。
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展示・公開実験の様子 ロープの上で映像と対話するチンパンジー雨の森を表現した映像に触れるニイニ（右）とロ
ジャー（左）の兄弟（撮影：人長果月）
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アーティスト・研究者による個別発表・トークセッション次第
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14:00- ご挨拶（5分）
坂本英房氏（京都市動物園園長／チーフディレクター）

14:05～【第1部】個別発表（45分）

人長果月氏（美術家）
インタラクティブな手法を用いた映像作品について

山梨裕美氏（京都市動物園主席研究員）
吉田信明氏（公益財団法人京都高度技術研究所主任研究員）

チンパンジーの反応について分析検証の報告，そこから読み取れる環境エンリッチ
メントの可能性について

一方井祐子氏（東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構特任研究員）
来場者の反応から見えてきた，動物園内の作品展示の可能性について

岩城覚久氏（近畿大学文芸学部文化デザイン学科准教授）
インタラクティブ・アートと環境エンリッチメントの組み合わせの可能性について

（14:50～ 休憩 15分）

15:05～【第2部】トークセッション

環境エンリッチメントにアートはどう切り込むことができるのか？
京都市動物園の環境エンリッチメントの取り組みの一環として，アートがどのよう

に貢献できるのかについて，登壇者と一緒に考え，アート×サイエンス・テクノロジ
ーの可能性を追求します。

15:40～ 総評（１５分）
渡辺茂氏（慶應義塾大学文学部名誉教授）

15:55～ 挨拶（5分）
平竹耕三（KYOTO STEAMー世界文化交流祭ー実行委員会プロデューサー／

京都産業大学文化学部教授）

2018年度実施の発表会の様子
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人長果月(ひとおさ かづき)
京都府生まれ。京都市立芸術大学大学院造形構想修了。個展での作品発表とともに「Art Meets Winter」(2018年／
京都新聞社ビル･タイム堂／京都)，「再生の庭」(2017年／藝倉美術館／中国)，「消滅の夢」(2016年／ベラクルス
州立大学美術造形研究所ギャラリーフェルナンド／メキシコ)，「神戸ビエンナーレ2015入賞作家招待作品展」
(2015年／東遊園地／神戸)等，国内外のグループ展に出品。2015年，京都市芸術新人賞受賞，「琳派400年記念 新
鋭選抜展～琳派の伝統から，RIMPAの創造へ～」最優秀賞受賞。

坂本英房(さかもと ひでふさ)
京都市動物園園長／KYOTO STEAM－世界文化交流祭－実行委員会チーフディレクター
福岡生まれ。山口大学大学院農学研究科獣医学専攻修了。福岡市役所での勤務を経て1988年から京都市動物園に勤
務。最初の6年間は動物飼育に，その後は獣医師として臨床に携わるとともに学芸員として教育普及活動に従事。

山梨裕美(やまなし ゆみ)
京都市動物園主席研究員
京都大学卒。理学博士。京都大学霊長類研究所，野生動物研究センターを経て2017年から京都市動物園生き物･学
び･研究センターの主席研究員として勤務。飼育動物が快適に過ごせるような環境を提供することを目的として，霊
長類のストレスや行動発達の研究を行っている。

狩野文浩(かのうふみひろ)
熊本サンクチュアリ･京都大学野生動物研究センター特定准教授
京都大学卒。理学博士。京都大学霊長類研究所，マックス･プランク人類進化研究所を経て2014年から京都大学熊本
サンクチュアリ特定准教授。アイ･トラッキングなど最先端センサー技術を活用して類人猿の認知と感情の研究をつ
づけている。

吉田信明(よしだのぶあき)
公益財団法人京都高度技術研究所主任研究員
京都大学卒。修士(理学)。2000年より，京都高度技術研究所において，主に，ネットワークを利用した情報システム
の研究開発等に従事。
2010年より，動物園におけるICT活用に関する研究開発を京都市動物園と共同で継続中。

一方井祐子(いっかたい ゆうこ)
東京大学国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構特任研究員
慶應義塾大学卒。博士(心理学)。愛知大学，京都大学等を経て2018年から現職。専門は科学コミュニケーション。
女性の数物系進学やシチズンサイエンス等の研究のほか，サイエンスカフェなどの科学イベントの運営に従事してい
る。

岩城覚久(いわきあきひさ)
近畿大学文芸学部文化デザイン学科准教授
京都市立芸術大学大学院修士課程，関西学院大学大学院博士課程修了。博士(美学)。専攻は感性学。論文に“Toward 
an Aesthetics of Inter-space: From Microgravity Environment to Multi-gravity Environment,” Art Style: Art & 
Culture International Magazine, Issue 4(2019)などがある。

渡辺茂（わたなべ しげる）
人間関係学系心理学専攻において，生物心理学を専門として研究する。さまざまな動物に多様なかたちで存在する
「認知」の機能を比較研究する「比較認知科学」と，認知機能を担う神経系の研究領域である「比較神経科学」の統
合を目指している。著書に『動物に「心」は必要か：擬人主義に立ち向かう』，『美の起源：アートの行動生物学』
などがある。

平竹耕三（ひらたけ こうぞう）
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 13年にわたり，中心的な立場で文化・文化財行政に携わる。とりわけ京都会館や京都市美術館の再整
備に深く関与し，いずれも成功裏にリニューアルオープンさせ，2020年4月から京都産業大学文化学部教授に就任。
主要著書に『自治体文化政策まち創生の現場から』，『コモンズと永続する地域社会』など。

登壇者プロフィール
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