


2016年度はHAPSにとって5年目という節目の年でした。
この年にあたって東アジア文化都市のためのプロモーション映像の

制作に携わることができたのは大きな成果であり、私達が新たなステップ

を歩み始めたことを感じさせてくれるものでした。

物件コーディネート事業のシステム整備もなされ、今後、さらに

多くのアーティストにスタジオや居住地、発表場所を提供する基盤が

整ったと言えます。世界的なアーティストである田中功起氏がHAPS
を介してロサンゼルスから京都に居を移すといった例をみても、その

需要はますます高まっていると言えます。

また今年は京都造形芸術大学との連携により「ULTRA×HAPS 
TALK」と銘打った連続講義を京都市内各所で開催してきました。次年
度以降も京都造形芸術大学のみならず各大学や民間機関などと協力し、

多くのプロジェクトが展開されていくことを期待しています。

文化庁移転や京都市美術館の再整備など京都の文化環境は大きく

変化しているところです。この変化を「未来に対する責任」とし、京都

の芸術文化の最も大切な部分を守り、育んでいく使命がHAPSには
あるはずです。新たな段階へとステップアップしていくこれからの

HAPSにご期待ください。
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遠藤：今日はありがとうございます。
2017年3月でHAPSが5年目を終え
るので、これまでの5年間を振り返
るなかで、今後を見据えたご提言を
いただければ幸いです。
最初に僕の方からHAPSについて
簡単にお話して、そのあとお二人か
ら京都の芸術シーンや京都のポテン
シャル、今後の京都のアートのあり
方などについてざっくばらんにお話
しいただければと思います。

HAPSが始まる前、僕は滋賀の山
奥で米を作っていたんですけど、収
入のことを考えた時に友人が仕事を
持ってきてくれたんです。それが京
都市の「若手芸術家等の居住・制作・

発表の場づくり」事業でした。まず
若手芸術家の後方支援のような団体
をイメージして、美大に行ってアン
ケートを行ったり、京都にいる若い
芸術家の人たちとよく会ったりして、
何に困っているのか、どういうもの
があったらいいのかということを2
年間調べました。結果として京都の
中心部で一番空き家率が高いといわ
れている東山区で事務所を探して、
今に至ります。
京都市には京都市美術館と京都

芸術センターがあるので、事業が
重ならないように、展覧会機能や
レジデンスは、HAPSに課せられた
使命ではないと考えました。

とにかく相談窓口をつくって、
アーティストの相談を受けてい
くこと。これがHAPSの基本事
業です。相談の中で多いと想定
されていたスタジオ問題を解消
すべく、物件をコーディネート
していく、大家さんと芸術家の
間をつないでいくことを一つ大
きい柱にしました。
ただHAPSに来る相談は年間

300件程度あるんですけども、最
初多かったのが「素材がない」、
「技術がない」、「道具がない」、
「機材がない」、「エキストラの人
が欲しい」などでした。そのう
ちに、芸術家を必要とする人の
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相談も来始めました。いちばん
わかりやすく実現したのが、京
北町のコミュニティバスの車体
に絵を描いてほしいという相談
です。その他にも、イベントで
ワークショップをしてくれる
アーティストを探しているなど、
芸術家を必要とする人が芸術家
に求める内容の相談が増えてく
るようになりました。それから、
やっているうちにわかった共通
のニーズとして、英語や確定申
告の問題があったので、芸術家
のための英語講座や確定申告講
座を、オフィスでのワークショッ
プ形式で開催しています。
それからもう一つ重要な事業
として挙げられるのは、５年間
続くキュレーター招聘です。毎
年3名のキュレーターの方を、独
自に招聘しています。基本的に
は丸３日間スタジオビジットを
してもらい、数十人の芸術家の
作品を見ていただきます。これ
もHAPSをやっていく中で、
アーティストにそういった機会
が少なく、自分の作品を説明
する経験にも乏しいことがわ
かって、進めていったものです。
このキュレーター招聘プログ
ラムに関しては、その後、片岡
さんと共に「ULTRA×HAPS 
TALK」というかたちで京都造
形芸術大学と一緒に2016年度
に展開しました。
また、閉校した小学校の6教
室を借りられることになったの
で、公募で６組を募集して、ス
タジオとして使ってもらうこと
も始めました。
手探りで、いろいろ話を聞い
ていきながら、とにかくアーティ
ストが困っているということを
補完するかたちでこの５年間は
進んできたと思います。それら
を整備するのに一生懸命だった
んですけど、これからはもう
ちょっと攻めに出ていいんじゃ
ないか、こちらからビジョンを
示していくような段階に入って
きていると考えています。例え

たちが世界に出て勝負をしたいと
思っているかどうかが重要です。絵
の描き方、彫刻のつくり方を学んで
卒業した後、それを活かしてどこか
に就職すればいいと思っている人を
無理やり世界に連れて行く必要はな
いかなと思っているんです。
もし、現代アートの世界で勝負を
したいと思っている人がいるのであ
れば、現代アートの世界もこの20年
くらいですごく複雑になっているの
で、ある程度の全体像を知ることが
必要です。例えば20年前はアート
フェアの役割はそれほど大きくな
かったのですが、2000年代以降ここ
15年くらいで急激に存在感を増して
います。それも含めて、美術館の活
動やマーケット、国際展などその辺
りがどう関係し合っていて、そこで
アーティストがどういう位置付けを
見つけられるのか、あるいはアカデ
ミックな世界でも研究が進んでいる、
そういった大雑把な全体像を教える
必要があるのかなと思っています。
「ULTRA×HAPS TALK」を始め
た背景には、長期的に京都と世界を
つなげるような仕組みをつくれない
かということの模索のなかで、学生
にどういうニーズがあって、海外か
らキュレーターやアーティストを連
れてきたら、どういう反応があるの
かを見たかったということがありま
す。また、英語の問題も大きくて、今
東南アジア展を準備しているので
ASEAN諸国を回っているんですけ
ど、ほとんどの国の若者が英語でちゃ
んと会話をしている。それを考える
と、英語に触れる機会を物理的に増
やしてあげる必要があるのかなとも
思います。
そして京都の最大の魅力は、寺社
仏閣、和食、伝統工芸も含めて国内
の他にはないブランド力なので、そ
れと世界からの視点をどうつなげる
のかを考えると、大きな武器になり
うるなと思っています。
アジアについては、経済的に成長
している地域とアートマーケット、美
術館などのインフラ整備が連動して
いるので、今後はどう考えてもアジ
ア太平洋という域内で、日本の位置

ばアーティスト像そのものを若干変
更していくような、あるいはアーティ
スト像と言わず、世界に求められて
いる芸術作品、芸術の像というもの
を示していく必要があるのではない
かと思っています。
建畠先生は今京都芸術センターの

館長さんでいらっしゃいますけど、京
都の芸術家たちについて思うことを
お聞かせください。

建畠：少しずれるかもしれないです
が、まず、京都の特質からいうと美
術大学が５つ、東京と同じぐらいの
数の大学が、人口は一桁違う街にあ
る、つまり美術大学の比重がとても
大きいんですね。しかも京都は全国
区のブランドなので、各地から学生
が来るわけです。そうした人たちが、
東京みたいに大きな文化圏じゃない
から、留まっていると飽和状態になっ
てしまい、いろんなところに出て行
くケースが多かった。京都市のねら
いとしても、この人たちが卒業後も
京都に住んで制作できるようにした
い、ということですよね。もう一つ
特徴をいうと、京都は現代アートに
関して生産者は多いけれども、マー
ケットがない。画廊も美術学校のボ
リュームに比べたら少ないわけです。
それに数も減っている。かといって
美術館でどんどん発表できるかとい
うとそうでもないですよね。多くの
アーティストを擁している街にして
は、コレクターという観点で考えて
も非常に乏しい。マーケットや発表
の場所のインフラができてないわけ
です。
とはいえ、マーケットは美術館関

係者や文化施設の努力ではどうしよ
うもないと思う部分もあります。で
すが、アートフェアはバーゼルにし
てもマイアミにしても巨大都市に限
らず成功していることを考えると、京
都は都市としてのブランドがあるの
で、アートフェアを誘致したり、あ
るいは行政が関与したりすることも
できるのかなと思っています。バー
ゼルみたいにコレクターがそこに住
んでいなくても十分に可能なわけだ
から。

付けを再考するということが必要に
なると思うんです。近現代美術を「ア
ジア」という観点から捉え直すこと
も重要です。西洋美術史と日本美術
史が中心だった日本の美術教育では
フォローできていないところが見つ
かるのかなと思っています。
その中で、京都が現代美術のキャ
ピタルみたいになれる可能性もある
と思っています。すごく似た性格を
持っているところがチェンマイと
ジョグジャカルタ。昔王宮があった
古都としての歴史をもつ街で、伝統
工芸がまだ残っていたり、街の規模
も大体似ていたり、大学もあったり
します。チェンマイの場合、アピ
チャッポン・ウィーラセタクン、リ
クリット・ティラヴァーニャ、ウド
ムサック・クリサナミスと、名だた
る国際的に活躍するアーティストの
ほとんどが住んでいます。みんな電
話すると20分ぐらいで「おい来い
よ」みたいな感じで会える。もちろ
んスタジオが安くつくれるというの
もあるので、そういったアジアの類
似している都市との交流から始める
ことで、京都も、首都ではできない
ことができる、現代アートキャピタ
ルみたいな位置付けになることもア
リかと。

建畠：非常に影響力のあるアーティ
ストが住んでいると求心力が増すと
思います。その意味で楽観的なのは、
京都には名和晃平のような国際クラ

さっき攻めに出るって言っていた
けど、それは期待しています。レジ
デンスやスタジオを用意することが
守りというわけではないけれども、そ
こにある種、攻撃的な性格が加わる
と他にはない活動が期待できると思
います。

遠藤：アートフェアに関しては、何
回か京都で行われたんですけど、継
続性があまりなかった。

片岡：HAPSとしてアートフェアに
出るというと大げさですが、売買の
手助けをする機能は必要で、海外か
らコレクターが来た時にアーティス
トのスタジオでたまたまこれを買い
たいと言われるケース、ありそうな
感じするでしょう？

建畠：行政が販売に興味を持ち始め
た例としては、大阪府によるアウト
サイダー・アートの展覧会で、僕と
南嶌宏さんと秋元雄史さんが審査員
をやっていました。府が肝煎りで展
覧会をやった後、売るようにしたい
と言ったわけです。取引をするセク
ションをつくってアートフェアにも
出ています。アメリカまで持って行っ
たりして、結構成功しました。
しかしHAPSが相談事業にかなり

の比重を割いて活動しているとは知
らなかった。年間約300件、非常に
重要なことだと思いました。

遠藤：片岡さんは、今年度より京都
造形芸術大学で教鞭を執っていらっ
しゃって、「ULTRA×HAPS TALK」
をご一緒してきましたが、いかがで
しょうか。京都のアートシーンや学
生事情について思うところは。

片岡：私は大学から、世界に出て行
く人たちがいないという状況を何と
かできないかと相談を受けました。
私に課せられた使命は、より長期的
に京都から世界に羽ばたけるアー
ティストを育てられるのか。お題に
対して、今年度はいろいろ相談しな
がら考えてきました。大前提として
は、京都の美大を出た学生・卒業生

スのアーティストが結構いるわけで
す。やなぎみわ等も含めて、東京や
ＮＹに行っておかしくない人たちが、
最近出て行った話を聞かない。一つ
は、海外と直結しているので、東京
を経由する必要がない。京都にいれ
ば自分たちも楽だし、アトリエもあ
るし。名和がいる、田中功起がいる
…それだけ可能性がある。

片岡：アーティストのロールモデル
というか、あんな人になりたいとい
う選択肢が複数あるべきだとも思っ
ています。成功をどう測るかは別に
して、ヒエラルキーになっているわ
けだけども、トップクラスの人たち
が何人か見えていると、世界から京
都がなんか面白そうとなって、日本
に行くなら東京だけでなく、京都で
アーティストに会おうと思うんです
よね。早く噂になるから。
あと、欧米の美術館では、美術館
のサポーターたち、トラスティやボー
ドメンバーといった人たちが一緒に
海外の主要アートイベントをまわる
旅行の機会が一般化しています。日
本に来た際には、東京で森美術館と
かいくつか見て回り、京都にも必ず
来るんです。今そういう人たちが京
都に行って立ち寄るのは名和さんの
SANDWICH、あとは寺社仏閣を見
て帰るというコースになっています。
HAPSがもう一つ飛躍をするとすれ
ば、そういったコレクターたちと京
都の若いアーティストたちとをつな
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ぐ拠点としての機能に可能性がある
と思います。

遠藤：ちょっと話は変わるんですけ
ど、中村裕太くんというアーティス
トがいます。キュレーター招聘で呼
んだ片岡さん、ステファニー・ロー
ゼンタールさん、ルーベン・キーハン
さん、港千尋さん、みんなのハート
をがっちりキャッチして、六本木ク
ロッシング、シドニー・ビエンナー
レ、アジア・パシフィック現代美術
トリエンナーレ、あいちトリエンナー
レに呼ばれた作家なんです。片岡さ
んがロールモデルとおっしゃったけ
ど、彼は造形するぞという感じでは
ない。日本中のつぶれた陶芸の窯を
訪ねて、河原で陶片を拾ってくるよ
うな、わかりづらい活動をしていま
す。彼は人文的な素養が非常に高く
て、日本の陶芸史とか民藝の歴史に
造詣が深い。そういうタイプの作家
のあり方というものが、一つのロー
ルモデルとしてあったらいいなと
思っています。そしてそれは今の美
大のシステムの中で出てくるような
タイプの作家ではないのかなという
気がしています。
この考え方をもう少し拡張すると、
よく分からない人文科学にぶっ込ん
でいる人とか謎のアーカイブをして
しまっている人、あるいは、HAPS
に来て「よくわかんないカフェつく
りたいんですけど。カフェなんだけ
ど、展示もできてイベントもあって
こんな講座みたいのやりたいんすよ
ね」、みたいな質問が来始めるとアー
ティスト像の拡張が見られるわけで
す。美大の教育を受けておらずとも、
ある優れた問題意識を持って、何か
を実現する意志があった場合、僕ら
がそれをアーティスト認定するとい
う。少なくとも僕の感覚では、コン
セプチュアル・アートからソーシャ
リー・エンゲイジド・アートに至る
までの美術史を背負うことによって
その判断ができると思っているんで
す。そのように考えると、HAPS自
体がアーティストのサポートを通し
てアーティストのロールモデルや
アーティスト像の拡張に寄与するこ

もそうだし、キュレーターにとって
もそう。

建畠：彼（中村裕太）も典型だよね。

片岡：ええ、彼はタイルの歴史を博
士課程でずっと研究していた。なの
で、本当にリサーチ型として始まっ
ていて、それが今の展覧会もしくは
現代アートの新しい言語としてすご
くフィットしていることと、日本の
近代化の歴史から始まって、どうい
う風に陶芸やタイルが発展していっ
たのか、歴史的な視点があるので、多
くのアーティストが陥ってしまう
「私って誰？」とか「私のファンタ
ジーの世界」みたいな「私」がない
んですよ。客観的な目で、社会の動
向をちゃんと観察できている。
学生には君たちの人生には私は全
然興味がないって言っているんです
（笑）。20年ぐらいしか生きてない子
たちが、その中から何かを自分の人
生から編み出そうとしてもネタは少
ないので、もうちょっと自分を排除
して、広い視野を持った方がいいと
言っているんです。

建畠：やなぎみわが、学生に「私探
しだけは絶対に許しません、やめな
さい」と言ったというけど、それと
似ているね。

片岡：そうですね。中村くんみたい
な人が日本の文化をちゃんと展示可
能な形にしてくれたので、私はすご
く面白いなと思って、その後もいろ

とができるんじゃないか、と考えて
いるんです。

片岡：ちょうど先週も「ULTRA×
HAPS TALK」で私が話したんです
けど、現代アートと言われているも
のが、パフォーマンスへの回帰だと
かリサーチ型のものとか、アーカイ
ブとか、新しい方向に拡張していま
す。例えば、ターナー賞を建築家集
団の「アセンブル」が獲ったみたい
に、テートみたいなところが評価す
る新しいアーティスト像も格段に拡
がっていると思うんです。この20年
ぐらいのアートの定義の拡張を大学
教育がもしフォローできていないと
したら、従来の教育の体系からはみ
出しているんだけども、現実の現代
アートの世界ではすごく重要な最先
端をゆくものになっているとしたら、
それを含めて学んでいくような機能
はすごく重要ですね。

建畠：多摩美でも別の形でつくろう
と思っていますが、京都市立芸大に
“想像のためのアーカイブ”を標榜す
る芸術資源研究センターをつくりま
した。実際、コンセプチュアル・アー
トと呼ばれるものは多くがアーカイ
ブなんですよ。河原温にしてもハン
ナ・ダルボーヴェンにしても、ジョ
セフ・コスースにしても、あるいは
杉本博司にしても皆アーカイブの方
法をとっています。見ている側はそ
ういう意識では見ていないけど、実
はアーカイビング自体が創造活動の
かなりの部分を占めている。僕はそ
こを期待しています。

片岡：コンセプチュアル・アート学
科なんてできたら、すごいですね。

遠藤：コンセプチュアル・アートに
おけるアーカイビングの方法論、あ
るいは最近の作家はキュレーション
の技術を組み込んでいますよね。

建畠：キュレーション自体をアーカ
イビングから切り離せない。キュレー
ションもまたかなりの部分アーカイ
ビングなんですよ。芸術資源研究セ

いろ人に紹介したりしています。
シンガポールのコウ・グワンハウ
というアーティストがいます。90年
代のシンガポールにあったザ・アー
ティスト・ヴィレッジ（TAV）のアー
カイブをずっとやっていて、膨大な
資料を持っているんですよ。それを
韓国やカンボジアで発表していて、今
度ドクメンタに呼ばれています。アー
カイブをしている人が、アーティス
トという位置付けでドクメンタに
エントリーするような時代になって
いる。アーカイブはアートなんです
かって質問された方がいたんですけ
ど、そこにクリエイティビティを見出
すことにおいては、確実に現代アートの
範疇に入り込んでいると思うんです。

遠藤：この社会、この世界の性格に
興味を持って、問題点を明確にして、
表現する。そういった社会的、政治
的なこと、世界的な問題点に対して
アプローチすることも現代美術なん
ですよということをどんどん導入し
ていくことが、僕は必要だと思って
いるんです。
ところで、京都は最近、文化的に
激動の時期にあります。文化庁が来
ますし、京都市美術館の再整備、京
都市立芸術大学の崇仁エリアへの移
転もあります。イベントでいうと、東
アジア文化都市、国際博物館会議
（ICOM）、そして2020年にはオール
京都で文化のお祭りがあるというよ
うな、東京オリンピックに向けての
文化プログラムが活性化してきてい
ます。そういった「嵐」のなかで、忙
殺されて本筋を失ってはいけないな
という気持ちがあります。昨日トラ
ンプ大統領就任式があって、世界が
どんどん変わっていく感覚を持ちま
した。だからこそ、しっかりとした
アート像、アーティスト像を明示し
続ける機能が必要なのかなと。もち
ろん美術館もその機能を担い続ける
と思いますが、HAPSのような団体
があまり経済的に流されたり、狭い
範囲のニーズに陥ったりすることな
く、軸を持ちうることが可能かどう
かということなんです。美術館や
アートセンターの下にあるNPOや

ンターをつくることで、専攻科をつ
くらなくても、そこに各学科のいろ
んな人が出入りすることで、状況を
シャッフルしていく。
コンセプチュアル・アート学科や

アーカイブ学科をつくるのではなく、
共通のセンターをつくって各科を揺
さぶっていく、融合していく、部分
的に解体していく。多摩美でも始め
ようと思っています。
アーキビスト養成というのは、キュ

レーター養成にもなりうる。新しい
タイプのね。キュレーションが全部
アーカイビングに置き換わるわけで
はないにしても、展覧会のキュレー
ションは、かなりの部分にアーカイ
ブ的な要素があるわけです。

片岡：そうですよね。森美術館でも
アーカイブに注力した小さいシリー
ズを始めて、実際の作品はそれほど
ないんですけど、一人のアーティス
ト、一つのムーブメントのアーカイ
ブの資料を集めて、それを空間的な
展示に展開していく実験をやってい
て、４回ぐらいやったんです。それ
もキュレーションの新しい形かなと
思っています。
結局、以前はアナログだったから、

様々な情報にその場に行かないとア
クセスできなかった。その多くの部
分が、オンラインで少なくとも初期
リサーチはできるようになったわけ
です。それを手がかりにアフリカに
行くとか、アジアのどこかに行くと
か、共有されている情報がすごく増
えたことは、アーティストにとって

レジデンスをやっている団体と
か、HAPS的な団体に一つの
アート観のようなもの、アート
のロジックのようなものを持た
せることができるのか、という
ことを考えたい。それが可能な
方向にシフトしていくべきだな
と思っています。

片岡：ローカルに徹している活
動が、どういう風に世界の大き
な動向ときちんと接続している
か、ということがすごく重要で、
個々の活動はそれぞれやられて
いると思うんですけど、その活
動がやっぱりきちんと世界の動
向とつながっていないと、世界
に出て行くパイプもつくれない。
パイプがあるかどうかが大きい
です。

遠藤：それができるのが京都な
のかなと。HAPSの独自性は、京
都にある正統的なアート・イン
スティテューションということ
なのかなと思っているんです。

建畠：吹き荒れるハードのイン
フラの嵐からまったく無縁では
いられない。存在自体がそうい
う性格を持っているから。
HAPSのようにインフラだけに
傾注することで発想が規定され
てしまうことから自由でいられ
る、ハードのインフラがダメだ
というわけではないけど、逆に
そういう嵐が吹き荒れると、期
待を込めて言うと、だんだんそ
んな施設の重要性が浮かび上
がってくるのではないか。多く
のプロジェクトは一過性で、オ
リンピックとともに去っていく
わけです。その時に、HAPSは
ずっと嵐とは別のところで持ち
こたえていて、だんだん基調低音
のように存在感を増していくと
いうのが理想的かもしれないね。

片岡：いろんな制度が成立した
途端に、制度だけが先行して、制
度をつくる前にあった必然性み
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詩人、美術評論家。2005年より、国立
国際美術館館長、京都市立芸術大学学長、
埼玉県立近代美術館館長を歴任。専門は
近現代美術。「ヴェネチア・ビエンナーレ」
日本館コミッショナー（1990、93年）、

「横浜トリエンナーレ」第1回展アーティス
ティック・ディレクター（2001年）など、
多くの国際美術展を組織し、アジアの
近現代美術の企画にも多数参画。2015年
4月より多摩美術大学学長、同6月より
京都芸術センター館長。詩人としては
高見順賞、萩原朔太郎賞などを受賞。

「東アジア文化都市2017京都」では芸術
監督を務める。

森美術館チーフ・キュレーター。ニッセ
イ基礎研究所都市開発部、東京オペラシ
ティアートギャラリー・チーフキュレー
ターを経て、2003年より現職。2007年
から2009年はヘイワード・ギャラリー

（ロンドン）にて、インターナショナル・
キュレーターを兼務。第9回光州ビエン
ナーレ（2012年）共同芸術監督、CIMAM

（国際美術館会議）理事（2014年～）な
どを務める。現在、2018年の第21回シド
ニー・ビエンナーレ芸術監督。日本及び
アジアの現代アートを中心に企画・執筆・
講演等多数。2016年度より、京都造形芸
術大学大学院教授。

片岡真実  KATAOKA Mami

建畠 晢  TATEHATA Akira

たいものが問われなくなるので、最
初に遠藤さんが言っていた、ないも
のを補完していくような機能として、
それが何なのかというのを追い続け
るべき。そこで引き続き、街の必然
性について考え続けられるといいの
かなと思います。

建畠：海外との交流について、情報
の共有や人脈とかは担保できていま
すか？

遠藤：海外出張や、海外のキュレー
ターを呼べる予算は続いています。

建畠：それは非常に重要ですよね。

遠藤：厚みを持たせていきたい部分
ですね。

片岡：海外のキュレーターは京都に
行けるって言ったら、喜んで来てく
れますからね。

遠藤：CIMAM（国際美術館会議）
の時、HAPSにはキュレーター招聘
制度があると紹介したら、名刺がす
ごく集まりました（笑）。

片岡：CIMAMも継続的にメンバー
になって、予算でCIMAMのカン
ファレンスに行ってほしい。結局、あ
そこに遠藤さんがいるとか、誰か知っ
ている人がいると海外から京都に人
を呼び込めるようになる。誰だかわ
からない人しかいないところにはな
かなか来ないからね。それはすごく
大事だと思う。

建畠：攻めに出るということでもう
少し何か新しいことがあるかなと
思ったけど、あまり思いつかなかっ
た。アーカイブのことばかり言って
いるけれど（笑）、アーカイブって、
建物つくって、資料揃えて、とかだ
けじゃないからね。新しいタイプの
アーカイブと、HAPSの活動がリン
クしないかなとちょっと思っていた
のだけれど。

片岡：共同リサーチは有効かなと私

は思っています。個人のアートとし
て帰結するかどうかは別として、リ
サーチって結構大変なので、共同リ
サーチチームみたいなものをつくっ
て、学生にもリサーチの仕方を学ん
でほしいと思っています。適当に
ネットで調べてそこから作品をつく
ろうとしても、それはあくまでも初
期情報であってそこからオリジナル
に当たるとか、その街を旅してみる
とかしないと他と比べて秀でた作品
にはならないだろうなと思っていま
す。その辺も道筋をつくってあげら
れるといいですけどね。

遠藤：もはや旧来のアーティストだ
と見なされなくとも、HAPSがそう
言うなら実はアーティストだと言っ
ていいとわかりました、みたいな感
じで、よくわかんない社会学をやっ
ている人とか、よくわかんないカフェ
をやっている人とか、謎のリサーチ
集団とか、そういう中に僕らの定義
が鍛えられる楽しさがある。彼は
アーティストか否かみたいに。
デュシャンじゃないですが、美術

館の中に入ったモノは作品であると
いうのと同様に、HAPSがアーティ
ストの定義を拡張していく。それを
インスティテューションの役割だと
肯定的に考えることができる。そう
いうかたちでHAPSが機能するとい
うのを、やってみたいんです。

（2017年1月21日、東京、学士会館にて）

これまで の
スタジ オ使 用 者 紹 介

HAPS の活動のなかでも、直接的なアーティスト
支援として HAPS スタジオの提供があります。こ
こでは2012年～2015年の間に HAPS スタジオを
使用したアーティストを紹介します。スタジオで
の経験を糧として、それぞれ着実に活動の場を広
げています。

1986年生まれ。写真家。京都精華大学デザイン学部グラフィック
デザインコースを卒業。フリーランスのデザイナー、フォトグラ
ファーとして活動している。2010 年よりパフォーマンスグループ
contact Gonzo に加入。同年、NAZE と共に犯罪ボーイズ／鏡世界
社を結成。2015 年より紙片「bonna nezze kaartz」を毎月発行。

個人での即興詩の発表から集団での発語イベントの制作を経て、
現在は家族、仲間と共に場づくりに挑戦中。場づくりのリノベ
作業中、リノベされるべきは物事を捉えている自分自身の意識
の方かもしれない、と「マインド・リノベ」を標榜。場づくり
は物と出会い直すのにまたとない機会。「マインド・リノベ」は
場に縛られず、場を超え、場を繋ぐ作業。世界の正体は物と人
の友情の意識を製造する工場なのかもしれない。そんな場の文
化の為に活動を続けています。

1989年茨城県生まれ、京都府在住。京都精華大学卒業。ゴミや
廃材などの収拾物、印刷物や写真など既存のモチーフに描くド
ローイング作品や、グラフィティを用いた作品などを制作。個
人での活動の他に contact Gonzo、犯罪ボーイズといったアー
ティストユニットでも活動。主な展覧会に、2011年「NAZE?」
FOIL GALLERY（東京）、2013年「GO OUTSIDE」FOIL GALLERY

（京都）など。

個展
2012年 松見拓也｜写真展（gallery PARC、京都）
2015年 KASET（hinemos、大阪）

グループ展
2013年 AT PAPER. EXHIBITION "09"（Gallery9.5、京都）
2015年 ALLNIGHT HAPS [DEMO]（HAPS、京都）
2017年 みたりのやりとり（MAGASINN KYOTO、京都）

パフォーマンス
2015年 ぽこぽこアワーB1編（アートエリアB1、大阪）
 ぽこぽこアワーdB編（ArtTheater dB神戸、兵庫）
 FESTIVAL おもいで（HAPS、京都）

その他
2016年 bonna nezze kaartz個展 現代の奇書となりますように
 （Division、京都）
2017年 contact Gonzo個展 PHISICATOPIA（ワタリウム美術館、東京）

イベント、展覧会など
2002年 音楽イベント「つるのおんがえし」（京大吉田寮食堂、京都）
2002年頃～ 高山建築学校に参加
2000年代中頃 オルタナティブ発語イベント「スゴロク」
 （高山建築学校＠武蔵小金井アートランド、東京）
2010年頃 オルタナティブ発語イベント「ぺたごろん」
 （VIVA LA MUSICA !、京都）
2013年 オルタナティブ発語イベント「BOOKYOTO」
 （HAPSスタジオ、京都）
2014年 オルタナティブ発語イベント
 「KYOTO IN A DAY～セルフビルド京都市役所学校」
 （HAPSスタジオ／つくるビル、京都）
2015年～ オルタナティブ発語イベント
 「会議船バッブンカッ！の航海訓練」
 （北白川VIVA LA MUSICA !／京大吉田寮食堂、京都）
2016年～ 場づくり（中京区某所、京都）

個展
2011年 NAZE?（FOIL Gallery、東京）
2013年 GO OUT SIDE（FOIL Gallery、京都）
2015年 House Head Killer（Mograg Gallery、東京）
2016年 YUUREI SEN（PULP、大阪）

グループ展
2013年 やろや、やりたいことを（禅居庵、京都）
2014年 鞠小路ワンダーランド（村屋、京都）
 SPACY NORMAL（西武渋谷、東京）
2015年 ハイパートニックエイジ（京都芸術センター、京都）
 鉄道芸術祭 vol.5 もうひとつの電車～alternative train～
 （アートエリアB1、大阪）
2016年 VOCA展2016（上野の森美術館、東京）
2017年 BADULT（ANAGRA、東京）

その他
2014年 国東半島芸術祭レジデンスプロジェクト「希望の原理」
 （旧香々地町役場、大分）

鏡世界社：松見拓也

吉野正哲

鏡世界社：NAZE 

MATSUMI Takuya

YOSHINO Masaaki

NA ZE

一番の思い出はミニ四駆のコースを本気でつくったこと。
幼少期からの夢を小学校の中で大規模に実現できるなん
て思ってもみませんでした。5mを超える写真をつくる
作業場だったり、ただ一人でぼーっと落ち着く隠れ家に
なったり、いつでも使える広い場所があることは活動も
生活も違ったものになりました。

HAPSスタジオでは主催したものも合わせてこれまでに
４つのイベント企画に参加しました。小学校だった場所
なので大人数で長い時間を過ごすのに適した環境だと思
います。HAPSスタッフの皆様からは、現在までに沢山
の格別の恩恵をこうむりました。その御恩を胸に、糧に、
今日も明日も歩んでいきたいと思っております。

HAPSのスタジオほど自分や作品の事をゆっくり考えれ
られる場所は無かったと今になって思います。廊下のき
しむ音にどこか緊張して、そのせいか教室に入ると安心
して深く制作に取り組めました。何よりHAPSの皆さん
に色んな面で助けて頂いた事でのびのび制作できたんだ
なと、これからもHAPSで感じ取ったものも含め作品に
していきます。

第
1
期

第
1
期

第
1
期

HAPS 活動5年特集企画 その2
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1982年生まれ、東京藝術大学大学院修了。美術家、微弱電波愛
好家。電子的な繋がりのなかで生じる人間同士の多元的な駆け
引きに関心を寄せながら、アナログ放送用電波、ラジオ、テレ
ビを用いたプロジェクト形式の作品やインスタレーションを多
数手がける。2013年以降、HAPS スタジオへの入居を機に拠点
を京都に移し活動している。京都造形芸術大学非常勤講師、京
都精華大学非常勤講師。

1979年韓国生まれ。韓国・牧園大学で西洋画を学んだ後、日本
へ留学し2011年京都市立芸術大学大学院博士課程修了。2014
年からアメリカ・ニューヨークに拠点を移し、Pioneer Works, 
Residency Unlimited 等のレジデンスで滞在制作・発表を行って
いる。

個展
2007年 都市のカタログ（ギャラリー58、東京 ）
2009年 会話する塔／ラジオテーク（せんだいメディアテーク、仙台）
 都市のエフェクト（ヒロミヨシイ、東京）

グループ展
2007年 久米賞受賞者展（東京芸術大学、東京） 
 yokohama boogie（ZAIM、横浜） 
 オープンハウス展（曽我部邸、横浜） 
 On The Turn（ヒロミヨシイ、東京）
2008年 取手アートプロジェクト2008（井野団地、取手） 
 BankArt life 2（BankArt Studio NYK、横浜）
 国際自由メディア大学展（ZAIM、横浜） 
 GR写真展（旧小島小学校、東京）
2009年 ヨコハマ国際映像祭2009（新港@ピア、横浜）
 わくわく混浴アパートメント（清島アパート、別府）
 克雪ダイナモアートプロジェクト（旧仙田小学校、十日町）
 Art@Agnes 2009（アグネスホテル、東京） 
2010年 わくわく islandハウス（island、柏）
 松戸アートラインプロジェクト2010（稲葉邸、松戸）
2011年 松戸アートラインプロジェクト2011 -暮らしと芸術-（鈴木ビル、松戸）
 after effect（4A、シドニー）
 BankArt Life 3 新・港村 ~小さな未来都市~（新港ピア、横浜）
2012年　New Gallery× New Artists× New Work
 （Ai Kowada GALLERY、東京）
2013年 HONESTY AND MODESTY（HAPSスタジオ、京都）
2014年 Fantastic Arcade Project（サンロード魚町、北九州）
 NEW HOME（京都芸術センター、京都）
2015年 映像芸術祭”MOVING”2015（京都芸術センター、京都）

受賞
2006年 久米賞（東京藝術大学）
2010年 O氏記念賞（東京藝術大学）

主な個展
2013年 Phantoms on Parade（Shin Gallery、ニューヨーク）
 ALLNIGHT HAPS（HAPS、京都）
 The Incarnation of the World（Shin Gallery、ニューヨーク）
2015年 Hyon Gyon and the Factory（Chashama、ニューヨーク）
 No-Mad Nomad（Pioneer Works、ニューヨーク）
2016年 Emotional Drought（Shin Gallery、ニューヨーク）

主なグループ展
2015年 The Brooklyn Artists Ball（ブルックリン美術館、ニューヨーク）
2016年 Art for Art's Sake: Selections 
 from the Frederick R. Weisman Art Foundation
 （カーネギー美術館、オックスナード）
 BEYOND SECRETARY（Mark Borghi Gallery、ニューヨーク）
 SMILE!（Shin Gallery、ニューヨーク）
 I WANNA BE ME（Shin Gallery、ニューヨーク）

コレクション
ブルックリン美術館（ニューヨーク）
ハイ美術館（アトランタ）
Frederick R. Weisman Art Foundation（ロサンゼルス）
京都市美術館
京都市立芸術大学
京都銀行
高橋コレクション

毛原大樹  

ヒョンギョン 

KEHAR A Hiroki

Hyon Gyon

私は3年間、HAPSスタジオで制作活動を行いました。こ
の間、私の活動の幅を広げてくれた多くの出会いときっ
かけがありました。それらを導いてくれたのがHAPSで
す。彼らのサポートは、このスタジオを利用する魅力の
ひとつです。京都に拠点を移し、とても良い環境で制作
ができたことを嬉しく思います。

あの時は大変お世話になりました。私にとって最初のレ
ジデンスとも言えるでしょう。元小学校というユニーク
で、地理的にも町中というとても便利な環境に恵まれ、制
作する事ができました。卒業後学校を出て、狭いスタジオ
で制作をしていた私にとってHAPSのスタジオは夢のよ
うなスタジオでした。そこからより大きい舞台を夢見る
事ができ、京都をとびでて、ニューヨークに制作場所をう
つし、山あり谷あり３年が経ちました。京都を思い出すた
びHAPSのこともスタジオも一緒だったほかの作家さん
たちも思い出して懐かしく感じております。作家にとっ
て、発表の機会や販売などももちろん重要ですが、のびの
び制作ができる場所があるという事より幸せな事はない
と私は思います。そのようなサポートなしで、いまの私は
ないと思いますし、とても貴重な経験をさせていただき
ました。ありがとうございます。これからもますますのご
活躍、作家へのサポートをよろしくお願いします。

第
1
期

第
2
期
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1977年大阪生まれ。金沢美術工芸大学工芸科鋳金コース修士中
退。主に絵画を制作。彫刻や映像も制作する。近年は古事記、ま
たはその関連書籍を通して、古代から現代を通じて人間が見、聞
き、感得し続けてきたであろう感覚を類推し、画面中に配した
絵画の連作を個展「ストーン」において発表した。今後も、絵
画にできること、かつてできたけど今はできないことを念頭に
置いて、現在可能な絵画を模索している。

1988年大阪市生まれ、ベルリン在住。2014年、京都市立芸術
大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。2016 年、京都市芸術文
化特別奨励者認定。お互いに関係を持った彫刻とパフォーマン
ス、あるいはその関係性を背景としたそれぞれの独立した表現
方法から成る作品を制作 / 発表している。それらの表現の関係
性を瞬間的なものではなく、潜在的かつ継続的であるようにす
ることで、それらの行為遂行性（パフォーマティビティ）を持
続させることに取り組んでいる。

1985年神奈川県生まれ。2009年東京藝術大学美術学部先端芸
術表現科中退。在学中より美術制作の他、執筆、身体表現、音
楽活動を試みる。同大学中退後は拠点を京都に移し、海外を含
む数々の展覧会に参加。建築や空間に対する詩的な着想をもと
に、絵画、彫刻、写真、それらを組み合わせたインスタレーショ
ンを幅広く展開。近年は日本語による新作オペラの舞台美術を
手がけ、詩作にも力を入れる等表現の幅を加速度的に拡張する。

主な個展
2014年　21世紀旗手（TARO NASU、東京）
2015年　超能力日本（HAPS、京都）
2017年　ストーン（TARO NASU、東京）

主な個展
2014年 Galatea（京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、京都）
2014年 Have a Good Appetite（児玉画廊、京都） 
2014年 6AM中心と端もない6PM （Alainistheonlyone、東京）
2015年 In/Flesh/Out（Kunstraum Kreuzberg/
 Bethanien TWS resident room、ベルリン） 

主なグループ展
2015年 PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 特別連携プログラム /
 京芸 Transmit Program #6 「still moving」
 （元・崇仁小学校 /崇仁地域周辺、京都）
2015年 Before Night Falls 夜になるまえに（ARTZONE、京都）
2016年 クロニクル、クロニクル !（Creative Center Osaka、大阪）
2016年 リターン・トゥ（トーキョーワンダーサイト本郷、東京） 
2016年 Joan Jonas Workshop Exhibition
 （Villa Iris of The Botin Foundation、サンタンデール）
2017年 クロニクル、クロニクル ! （Creative Center Osaka、大阪）

受賞など
2014年 アートアワードトーキョー丸の内2014 グランプリ
2016年 京都市芸術文化特別奨励者 認定 

フェローシップ
2015年 ARTIST WORKSHOP 
 @KCUA “The Open Score” by Lucky Dragons（京都）
2015年 トーキョーワンダーサイト 二国間交流プログラム 
 Kunstraum Kreuzberg/Bethanien（ベルリン）
2016年 The Mountain School of Arts（ロサンゼルス） 
2016年 Joan Jonas Workshop Villa Iris Visual Art Workshop,
  The Botin Foundation（サンタンデール）
2016-17年 ポーラ美術振興財団在外研修員としてドイツ
 （Dance Intensive Program 16/17, Tanzfabrik Berlin）にて研修

個展
2014年 May of Wives（YODOYA、京都）
2016年 I've telegraphed and phoned and sent an air mail（HAPS、京都）

主なグループ展
2012年 Rendez-vous 12
 （South African National Gallery、ケープタウン）
2015年 Before Night Falls 夜になるまえに（ARTZONE、京都）
2016年 ネオシチュアシオニストの前日（ARATANIURANO、東京）
2017年 VOCA展2017（上野の森美術館、東京）

その他
2014年 Dance Fanfare Kyoto vol.02  
 美術×ダンス 「visiting」 今村達紀・村田宗一郎
 （元・立誠小学校、京都）
2016年 「遣唐使物語ー名も無き民へのオマージュー」
 舞台美術担当（なら100年会館、奈良）

受賞
2009年 アートアワードトーキョー丸の内2009 長谷川祐子賞

榎本耕一

谷中佑輔

村田宗一郎

ENOMOTO Koichi

TANINAK A Yusuke

MUR ATA Soichiro

HAPS 5周年おめでとうございます。僕はHAPSというと、
町家の2階、手づくりの事務所で、スタッフのみなさん
が忙しく働いているところを思い出します。ある機能を
持つシステムというよりも、たくさんの人の手、という
のが僕のHAPSへの印象です。僕が小学校アトリエをお
借りしていた２年間からしばらくたって、昆布ダシのよ
うに、継続された働きが沁みてきていることを想像しま
す。芸術には常に「それとは別の方法」を探す部分があ
ると考えると、HAPSの機能ってその辺なんだなあと考
えています。

大学院を修了した2014年から2年間使用させていただき
ました。低コストで広いスペースを借りられたことで、経
済的なプレッシャーが少ない環境で自由に作品づくりに
取り組むことができたと思います。また、HAPSのネット
ワークによって国内外の関係者に出会えたことがその後
の活動にとっての励みになっています。

作家の自発性を尊重するという点においてHAPSのプロ
グラムは一貫している。影響や働きかけが存在する際そ
こに反作用が生じるのは常で、そうするとスポンテニア
スな「流れ」は遡行してしまう。だから（たとえ1mmも変
化が無かったとしても）HAPSスタジオを通過して手に入
れた景色を僕は慈しんでいる。

第
2
期

第
3
期

第
2
期
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Hyon Gyon  《Self-Portrait》  2016  ©Hyon Gyon Courtesy the artist and Shin Gallery

NAZE　《sadness is blind》　2017

Hyon Gyon  《Twice Born》  2016  ©Hyon Gyon Courtesy the artist and Shin Gallery

松見拓也　MAGASINN KYOTO での展示風景（九鬼知也とのコラボレーション）　2017

松見拓也　MAGASINN KYOTO での展示風景　2017

毛原大樹　《テレビと講談》　2016　（協力：CEKAI）

吉野正哲　場づくり作業風景　2017　撮影：三木由也
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京都のアーティストの場づくり支援

設立の経緯

ミッション

HAPSとは？

この困難な時代に生きる芸術家たちを支えること。それは、「美術」
という一つのジャンルを守ることではなく、私たちの社会全体の豊
かさを維持し、さらに新しい可能性を開いていくことに繋がります。
多くの芸術家がそこに住まい、生活している街。あるいは逆に、そ
こで暮らしている人間が芸術家になりうる、芸術家でありうる街。切
実な表現、独創的な作品、かけがえのない営為が多くの人に見られ、
共有されている街。HAPSは、個人の生き方と社会のあり方を組み
替え、文化芸術が最大限のポテンシャルを発揮できる環境を京都市
に作り出すことを、その目標としています。

京都市は、「京都文化芸術都市創生条例」に基づき、具体的な指針と
して策定する「京都文化芸術都市創生計画」（2007年3月）において、
「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり」事業を計画しました。
2009年4月から調査を開始し、事業のプランニングに着手。2011年
9月、上記事業を主として実施する組織として、各分野の専門
家で構成する「東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス実行委
員会」が設立されました。HAPSは、その略称です（読み：ハップス）。

京都在住の芸術家たちの
居住・制作・発表を包括的に支援する

（芸術家支援）

芸術家たちの創造性を
京都市の活力へと繋ぐ
（地域創造）

国内外の芸術機関と多様な
協力体制を構築する
（ネットワーク形成）

新たな芸術のあり方と、
新たな社会のあり方を共に探求する

（イノベーション活動）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
支
え
る
人
の
た
め
の
、

よ
ろ
ず
相
談
所
で
す
。

榎本耕一　《再び出会った》　2017

谷中佑輔　《In/Flesh/Out》　2015　 撮影：近藤愛助

谷中佑輔　《Pulp Physique》　2016　撮影：熊谷篤史

村田宗一郎　《Dawn of the Black Snow》　2017　撮影：上野則宏
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テレビ撮影のために、小
学校の地下室を使用したい

日本画グループ
の展覧会会場を
探している

シェアスタジオに欠員が出る
ので、スタジオ空き情報に掲載
してほしい

仕事で東京から関西に拠点を移し、大阪
に住んでいるが、京都で作業場兼住居に
もできるような物件を探している

横6～8m程度の絵画と、その絵画を
使用したアニメーション制作を
するためのアトリエを探している

版画の工房の移設先として、多少の臭いなどは気に
しないで良く床が土間やコンクリートなどフラット
な状態のスペースを探している

ドイツ人とロシア人の現代美術・映像
作家のユニットが京都で滞在制作をす
るため、京都で一軒家を探している

オーストラリアのアーティストだが、京都のレジデンシーに
応募するにあたり、関心を共有できる地元のアーティストと
知り合いたい。また、水墨画を学べる場所を教えてほしい

150号以上の作品を制作するため、作品の搬入搬出が可能で、
日中に屋外で音のでる作業ができる物件を紹介してほしい

今後の作品制作の方向
性について相談したい

Airbnbに理解のある大家さんで、十分な部屋数があ
りアトリエスペースを確保できる住居を探している

輸送と布加工のた
めの業者を紹介して
ほしい

セクシャルマイノリティーのコミュ
ニティースペースとして活用でき
る物件を探している

作品と材料を保管する
倉庫を探している

その場所自体が作品になるようなス
ペースをつくるプロジェクトを構想
している

京都市内でシェアスタジオ
を探している

陶芸のための窯がある
スタジオを探している

公演のための稽古
場を探している

2017年に京都で展覧会を開催した
いと考えているが、地元の公的機
関やアーティストとコンタクトが
とりたい

改装も視野に入れ、長く住める、古
く、安く、広さがある一軒家を探し
ている

プロジェクトの
資金集めについ
て相談したい

帽子制作のアトリエ兼住居として、帽
子教室や小さなショップができる、店舗
としての利用も可能な物件を探している

型染めの作業が可能な、水場があり、
布を張ることができる環境の、アトリ
エを探している

陶芸用の、掃除がしやすい土間のある家
で、手入れが必要であっても、その分家
賃が安いような物件を紹介してほしい

5人でのシェアアトリエ兼
シェアハウスを探している

絵画教室を開くための場所を紹介し
てほしい

実家の6畳間で制作をしているが、ス
ペースが足りず、材料や道具の調達も
不便なので、京都市内に住居兼仕事
場を確保したい

写真のプリント、写真集の編集作業などができ、
アート関係者の訪問に対応できるよう、作品を見
せる場とセカンドアトリエ・事務所を兼ねたス
ペースを構えたい

ガ
ラ
ス
の
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品
を
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る
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、
電
気
炉
を
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フ
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マ
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ス
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プ
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制
作
拠
点

と
し
て
使
え
る
場
所
を
探
し
て
い
る

助成金申請について
相談したい

公演、展示情報を掲
載してほしい

何
人
か
と
共
同
で
使
用
で
き
、大
き
な
作
品
の
制
作

が
可
能
で
、白
い
壁
の
あ
る
ア
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必
要

2016 年度に HAPS によせられた相談の一部です。

東山区に開業したカフェ
ギャラリーの情報を掲載
してほしい

公募プログラム
について情報掲載
してほしい

企画者向けの公募情
報を掲載してほしい

シルクスクリーンの製版機を処
分しようとしているのだが、需要のあ
りそうな方や団体を紹介してほしい

レジデンスプログラムの情報を掲載
してほしい

ギャラリー・講座やイベン
トが行えるスペースの移
転先を探している

HAPSの活動に何らか
関わりたい

親族が所有する物件を管理しているが、家賃は格安にす
るため、現状貸しで自分でメンテナンスできる入居者を
探して欲しい

7月に京都に行くので
HAPSを訪問し、面会し
たい

居住用に購入し、改装したが、
不要になった家の借り手を
探している

短期で家をお貸しする外国人アー
ティストのビザ申請における身元保
証人について、相談に乗ってほしい

アーティスト向けの創業
セミナーを開催したい

フランス在住の作家・翻訳家だが、
京都で短期滞在できる物件を探し
ている

映画関連のイベント通訳を探
しており、通訳者を紹介して
ほしい

時代祭の記録映像の
撮影者を探している

学生とともに町家を改修する
ワークショップを開催する場
所を提供して欲しい

芸術祭に参加するキュレーターを推
薦してほしい

作品制作のためのモチー
フとなる家を探したい

京都で映像作品の
上映会を開催したい

京都でギャラリーオープンを
考えており、スペースやスタッ
フを探している

終戦後からずっと入居していた方が退去し、３年程空き家になっ
ている、築80年程のかなり傷んだ長屋があるが、今の状態で借り
手を探してもらうことは可能か

1970年代に建てられた元医院の建物
を、シェアスタジオ等として使ってもらえ
ないか

レンタルスペースとして運営していた建物を、ギャラリー、軽飲食
スペース、住居に全面リノベーションするが、住居部分を国内
外のアーティストに貸出せないか

京都の古民家再生について参加型
ワークショップを行おうと考えており、
HAPSの取組みについて知りたい

１階に店舗の入っているアパートを所有しており、入居者の高齢化
にともない空室が増えたため売却を考えているが、買い手が見つか
るまでの間、良い利用方法がないか

愛知県でスタートするアーティ
スト・イン・レジデンスの情
報を掲載してほしい

昔ながらの京都の家の
借り手を捜している

弟が所有する一軒家を、
アーティストに使っても
らえないか

旅
館
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
空
間
を
新
た

に
つ
く
る
た
め
、展
示
す
る
作
品
等

に
つ
い
て
相
談
し
た
い

京
都
の
税
理
士
を
紹
介
し
て

ほ
し
い
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2016年度 合計＝5件

5年間の累計

＝64件

京都市全域を対象に、大家さんからは活用可能な物件の情報を受け付け、アトリエや住まいを探しているアーティストに
物件を紹介しています。アーティストと大家さんの双方の要望に合致するようにマッチングを行っています。社会的に空
き家問題への関心が高まっている中、HAPSでは、アーティストにしかできない方法での問題解決を提案しています。
また、HAPSが拠点を置く東山区六原地区では、地元有志と各専門家が連携し、空き家や防災等の問題に取り組む「六原
まちづくり委員会」に参加しています。

北区 1件
中京区 2件　
南区 1件
伏見区 1件

HAPS

契約

物件情報提供

連携

委託

仲介

六原
まちづくり
委員会など

各種
専門家

行政

借りたい
アーティスト

貸したい
大家さん

京都府不動産
コンサルティング協会

貸したい物件
の希望を出す

借りたい物件
の希望を出す

入居希望者情報提供

アドバイス・調整 アドバイス・調整

物件マッチングのしくみ

物件マッチングの実績

右京区　1件

左京区　8件

中京区　5件

西京区　1件
山科区　1件

南区　10 件
伏見区　2件

下京区　1件

東山区　30件

北区　5件

※今年度は、物件マッチング事業
を安定して継続していくべく、こ
れまでのシステムを見直したため、
例年より少ない件数となりました。

物件マッチング

物件マッチング

地域との取り組みHAPSオフィス・スタジオキュレーター招聘

支える人

相
談

相
談

アーティスト

京都を拠点に制作活動を行う若手
アーティストを紹介するために、国
内外より第一線で活躍するキュレー
ターを招聘し、スタジオビジットや
トークイベントなどのプログラムを
開催します。 この出会いを機に作家
が企画展に呼ばれたり、国際的な
アートシーンについて知るきっかけ
にもなります。

HAPSオフィスには、小さなギャラ
リー、集会所、中庭などがあり、事
務所であると同時に、アーティスト
と彼らを支える人の交流を生む場所
として、多数のプログラムを実施し
ます。また、2011年に閉校した元新
道小学校の6教室をアーティストの
スタジオとして活用しています。

京都市内の行政や地域団体等の要請
で、地域の行事や活性のためにアー
ティストによるワークショップなど
をコーディネートします。作家の仕
事斡旋や発表の場づくりにもつなが
ります。例えば、右京区の京北地区
で、地域を走るコミュニティバスの
ラッピングや、まち歩きツアーなど、
活動の幅はさまざまです。

京都市で活動するアーティストには
物件を、大家さんにはアーティスト
をマッチングします。 制作環境を探
すアーティストの希望と、借り手を
探す大家さんからの物件情報を集約
し、両者の間をつなぎます。

HAPS
Higashiyama Artists Placement Service

事務局 実行委員会 アドバイザー

住みたい！
つくりたい！
発表したい！

住んでほしい！
つくってほしい！
鑑賞したい！

HAPS の支援活動とは？
HAPS の活動は、相談があって初めて成り立ちます。

相談をきっかけに、さまざまな支援活動を展開しています。
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時代祭
2016年10月22日
京都御所〜平安神宮

ハロウィンパーティ
2016年10月27日

新道児童館、HAPS スタジオにて

ゑびす祭
2016年5月15日

京都ゑびす神社の周辺地域にて

六原フェスタ
2016年11月13日

東山開睛館 第二教育施設にて

2016年度、HAPSではいくつかの地域主催のイベントやお祭りなどに、協力・参加しました。作品制作のため
住宅展示場での撮影をコーディネート。

日英のアーティストが行った
イギリスでのプロジェクトをサポート。

2015年度、京都市立芸術大学大学院博士課程に在籍中の松井
沙都子さんより、モデルルームでの撮影の相談を受けました。
HAPSでは京都市の都市計画局に紹介し、平成の京町家モデル
住宅展示場（KYOMO）での撮影依頼を、書類についても助
言しサポート。そこで撮影した写真作品が今年度博士課程の修
了展にて発表されました。

日本とイギリス南西部の巨人伝説のリサーチをベースに「だい
だらぼうとホリバーン」という活動を続けているアーティスト
の山本麻紀子さんよりファンドレイジング等プロジェクト運営の
相談があり、アドバイスなどサポート。2017年3月、イギリスの
キングストン・アポン・テムズ区を拠点に活動をしている�e 
Community Brainとの合同イベント「GIANT-STORY-MUSIC」
が実現しました。

GIANT-STORY-MUSIC

開催日 2017年3月18日（土）
会場 The Museum of Futures 
 （イギリス・サービトン）
参加作家 山本麻紀子、ロビン・ハッチンソン、
 野村誠、やぶくみこ、エンリコ・ベルテッリ
第一部 巨人トーク
第二部 物語制作ワークショップ
第三部 パフォーマンス

《モデルホーム #5》　2016

修了展展示風景

相談 &展開事例
2016年度、HAPSに寄せられた相談から展開した事例を紹介します。

事例 1

事例 2

松井沙都子さん

山本麻紀子さん

美術作家

アーティスト

ハウスメーカーの所有物であるモデルハウス
の撮影は、メーカーの担当者に交渉する必要
があるため、通常、個人作家が現場で交渉し
ても許可してはもらえません。現状では交渉
の機会を得ること自体難しく感じています。
今回はHAPSを介して担当の方にスムーズに
話をつないでいただくことができ、安心して
制作に至ることができました。

私は人と場所に関わるプロジェクトを実行していますが、それを運営する
能力が乏しくいつも困っています。そんな私に対して、HAPSは時間をき
ちんと設けて、助成金申請書の書き方やプロジェクト運営のための心得な
ど、じっくりと相談に乗って下さいました。頂いたアドバイスは、プロジェ
クト運営の不安を緩和するだけでなく、活動を応援して頂けているという
自信にも繋がり大きな励みとなりました。今回、イギリスでの活動へのご
支援を頂き、そこで出会った方々と今後更なる展開に向けて一緒に動き出
すことができそうです。ご支援頂き本当にありがとうございました。
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鬣 恒太郎 2016年4月22日（金）満月 － 5月17日（火） ｜トーク 5月13日（金）19:00-
加藤方彦 2016年5月22日（日）満月 － 6月15日（水） ｜トーク 6月10日（金）19:00-
しまだそう 2016年6月20日（月）満月 － 7月15日（金） ｜トーク 7月15日（金）19:00-
田中秀介 2016年7月20日（水）満月 － 8月14日（日） ｜トーク 8月5日（金）19:00-

花岡伸宏 2016年10月1日（土）－ 10月31日（月）
吉田朝麻 2016年11月8日（火）－ 11月30日（水）  *「マッスル NTT などズ LIVE」 11月19日（土）17:00-
對木裕里 2016年12月4日（日）－ 2017年1月4日（水）
山下耕平 2017年1月12日（木）－ 2月12日（日）

8
組
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
、オ
フ
ィ
ス
を
使
っ
た
夜
通
し
の
展
覧
会
。

「人と絵のあいだ」

「私がしゃべりすぎるから／私がしゃべりすぎないために」

「私がしゃべりすぎるから／私がしゃべりすぎないために」

企画：野口卓海

企画：厚地朋子

2016前期

2016後期

厚地朋子さん

ALLNIGHT HAPS 2016
後期企画者

HAPSより連絡を頂いたとき、てっきり自分は作品を展示する側だと思っていたので、まさか展
覧会を企画する側になるとは思ってもいませんでした。しかし、そこは来るもの拒まず。実際に
ALLNIGHT HAPSを鑑賞したときの経験と絵を描いている経験、この二つの経験から導きだした
テーマが「彫刻」でしたが、全会期終了し振り返ると、はじめに設定したこのテーマをぶれずに
押し通す強さが足りなかったと反省するところでもあります。一方で、会期中ひたすら作品を「見
る」ことに徹しようとした時間はとても有意義で得るものが多くありました。新しいチャレンジ
を与えてくださったHAPSの方々に感謝です。私はこの経験を次にどう生かすかが大切です。

吉田朝麻　遊ぶ音楽装置「リリッコロン」花岡伸宏「無題」

山下耕平「Ooooops!!」對木裕里「広い土地」

若手アーティストの発表を支援するとともに、若手キュレーター養成を
目的として、オフィスの玄関を小さな展示空間として活用しています。
毎年２名のキュレーターに依頼し、夜6時から朝9時半まで開催する展覧
会です。2016年度は、前期に美術批評家で詩人でもある野口卓海さん、
後期には美術家であり、アートブックの制作なども行う厚地朋子さんに
よる企画展を開催しました。

「人と絵のあいだ」

野口卓海さん

ALLNIGHT HAPS 2016
前期企画者

ようやく絵画を主題とする企画が実現でき、ALLNIGHT HAPSは企図との兼ね合い・空間の
サイズにおいて絶好の機会だったと思う。私が選出した4名は関西を拠点とし絵画の制作を
行っているが、トークの場を設けたことで同世代・同地域の画家が考えている絵画上の問題
がおぼろげに立ち上がった気がする。今後も私が継続して絵画について考える上で、画家の
言葉には大きな収穫がいくつもあった。ただ、ALLNIGHT HAPSをあくまでも展覧会として
捉えた際に、鑑賞者の反応がほとんど感じられない点は、全体として今後の重大な課題にな
るのではないだろうか。それは各作家ごとにトークを開催してもなお痛感した次第だ。

鬣 恒太郎「絵は夢 彼女はシャッターを切る」 加藤方彦「月夜の夜」

撮影：Kim Song Gi  ※鬣展、加藤展のみ 撮影：高野友実

しまだそう「SUKIYAKI」 田中秀介「こないだのここからあそこ」

主催事業
2016年度、H A P S が主催した

企 画を紹 介します。 ALLNIGHT HAPS
主催事業 1
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今年度は、キュレーター招聘プログラムの一環として、京都造
形芸術大学大学院と「ULTRA×HAPS TALK」を共催しまし
た。全６回、「現代アートで京都と世界をつなぐ」をテーマに、
世界各地で活躍するアーティスト、キュレーター、コレクター、
研究者、ギャラリストなどによるレクチャーシリーズとして世
界のアートの状況を知り、理解を深める場となりました。

ULTRA × HAPS TALK
京都からアートの現在を考える
特別プログラム。

ULTRA×HAPS TALK 001
『チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションとその背景』 

ULTRA×HAPS TALK 004
『全体を形づくるいくつかのパーツについて』

ULTRA×HAPS TALK 002
『中央アジアの現代美術－ポスト・ソヴィエトの文脈から』

ULTRA×HAPS TALK 005
『世界とコミュニケーションする』

ULTRA×HAPS TALK 003
『残像から亡霊へ』

ULTRA×HAPS TALK 006
『世界が変わると、芸術は変わるのか？』

キュレーター招聘 関連事業

近年、展覧会等の企画を行うキュレーターの存在が注目を集めていま
す。しかし、多くのアーティストにとって、キュレーターと直接対
話し、知見を交わす機会は限られています。HAPSでは、そのような
機会を定期的に提供。国内外のキュレーターが京都のアーティストを
知り、京都のアーティストが企画者の求めるものを知る。そこから具
体的な展覧会やイベントに発展した事例も生まれています。

キュレーター招聘
アーティストと
国内外のキュレーターをつなぐ。

2016年度招聘キュレーター

クリッティヤー・カーウィーウォン
Gridthiya GAWEEWONG

ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督

ウンジー・ジュー
Eungie JOO

第五回安養パブリック・アート・プロジェクト芸術監督

蔵屋美香
KURAYA Mika

東京国立近代美術館企画課長

蔵屋美香によるスタジオビジットの様子

ULTRA × HAPS TALK 001 ULTRA × HAPS TALK 004

主催事業 2

京都ではおもしろいことが起こっているらしい。美術、文学、音楽、さまざまな
分野のアーティストがつながってすごいことになっているらしい。しかし外にい
るとなかなかその情報が得られない。今回はHAPSというまたとない案内人にそ
の片鱗を見せてもらった。みんな互いに影響を与え合いながら、その中で独自の
ものを生み出そうと奮闘していた。これはオリジナリティ追究の正しいあり方だ。
このおもしろさを京都の外に伝えることが私の恩返しだ。HAPS、ありがとう。

蔵屋美香さん

2016年度
招聘キュレーター

2016年7月20日（水） 
会場：ロームシアター京都 ノースホール 
クリッティヤー・カーウィーウォン

（ジム・トンプソン財団、ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督、タイ）

2016年11月8日（火） 
会場：キャンパスプラザ京都 
ウンジー・ジュー

（第五回安養パブリック・アート・プロジェクト［APAP5］芸術監督、韓国・安養市）

2016年8月4日（木） 
会場：京都造形芸術大学智勇館 
グリナラ・カスマリエワ＆ムラトベック・ジュマリエフ

（アーティスト、キルギス共和国）

2016年12月1日（木）
会場：京都造形芸術大学智勇館 
島袋道浩

（美術家）

2016年8月30日（火） 
会場：京都芸術センター 講堂 
デイン・ミッチェル

（アーティスト、ニュージーランド）

2017年1月17日（火）
会場：京都造形芸術大学智勇館 
片岡真実

（京都造形芸術大学大学院教授 / 森美術館チーフ・キュレーター）
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yang02（やんツー）さん

井上亜美さん

港さんは僕の母校である多摩美術大学の
先生でしたが、在学中は接点がありませ
んでした。僕は卒業後に多様な作品をつ
くりだしたので、その作品を評価いただ
けたことは嬉しかったですね。

以前に住んでいた横浜は山との距
離があったんですが、京都は山と
スタジオが近くて、より生活に近
い形で狩猟を捉えることができる
良い環境。だからこそ、つくるこ
とができた作品だと思っています。

yang02さん（→p28）が、キュレーター招聘プログラム（→p22）
を契機に、2016年8月～10月に開催された『あいちトリエン
ナーレ2016』に出展しました。2015年度に招聘した同トリエ
ンナーレの芸術監督・港千尋さんによる選出でした。スタジオ
訪問の際に、過去作品である、人間が書いた文字の形状を人工
知能が学習し新たな形を描くドローイングマシンに注目。「文
字というモチーフがトリエンナーレの“旅”というテーマに合う」
ということからの展開となりました。トリエンナーレでは出
展作家10名の手書き文字を収集し、新たな作品を制作しました。

大学院修了後、2016年よりHAPSスタジオを使用
している井上亜美さん（→p27）が、京都造形芸術大学
ウルトラファクトリー主催のアートコンペティション
「ULTRA AWARD 2016」に出品する作品を、HAPS
スタジオにて制作。その作品《イノブタ・イーハトーブ》
が入選し、展覧会、公開審査会を経て、最優秀賞を受賞
しました。彼女は、在学中から始めた狩猟の現場での
出来事を主題に、映像作品を制作しています。同作品
では、東日本大震災以降、福島で生まれているといわ
れる「イノブタ」をモチーフに、映像とインスタレーション
で構成。映像のなかに出てくる、子どもたちとのイノ
シシについての授業シーンを、同じく元新道小学校
内にある新道児童館の協力のもと、スタジオにて撮影
しました。

スタジオビジットから、
国際展出展へ。

HAPSスタジオで制作した作品が、
アワードでグランプリ受賞。

HAPS
STUDIO TOPIC S

HAPS
STUDIO TOPIC S

3

2

菅野創+やんツー《形骸化する言語》
「あいちトリエンナーレ2016」展示風景　撮影 : Kikuyama

「ULTRA AWARD 2016」での展示風景

子どもたちとの授業風景制作風景

トーチカ
ナガタタケシさん
モンノカヅエさん

お話があった時、遠藤さんから「今まで
のつくり方ではなく新しい実験をしてみ
ては」という提案をいただき、VRの技術
を初めて使い制作しました。京都らしさ
の盛り込み方は苦労しましたが、新境地
の作品をつくることができたと思います。

日本・中国・韓国の3か国から選ばれた3都市が1年間を通じて
文化交流を行う「東アジア文化都市」。2017年は日本からは京
都が選ばれました。HAPSではそのプロモーション映像を製
作しました。クリエイティブユニットのトーチカ（→p28）を
ディレクターに迎え、 京都を拠点に活動する若手アーティス
トたちとともに、制作しました。伏見稲荷大社など、外国人観
光客に人気のあるスポットなど京都の美しい風景と、最先端
の映像技術「VR（ヴァーチャル・リアリティ）」が融合した、創
造的で革新的な映像作品となりました。

伝統と最先端の映像技術が融合した
プロモーション映像を制作。

HAPS スタジオ TOPICS

HAPS
STUDIO TOPIC S

1

H A P S スタジオを使 用しているアーティストたちの活動を紹介します。

© トーチカ、東アジア文化都市 2017 実行委員会

「Time Travel Guide feat. Shing02｜
東アジア文化都市2017京都PR」（3:10）

公開方法：東アジア文化都市2017京都公式ホームページ
（https://culturecity-kyoto.com/）
本編URL：https://www.youtube.com/watch?v=ToAXqvTdeSg
製作：HAPS
ディレクター：トーチカ
参加アーティスト：上田普、NAZE、Shing02、山路敦司、CEKAI
詳細：http://haps-kyoto.com/timetravelguide/
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マイケル・ウィッテル　Michael WHITTLE 井上亜美　INOUE Ami

1976年イギリス・ノーサンバーランド生まれ。ブラッドフォード大学で生物学
を学んだのち、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士在籍中、2010年文部科学
省国費外国人留学生として訪日。２年間の研究生を経て、2015年京都市立芸
術大学大学院博士課程修了。科学と美術の詩的な関係について書いた博士論
文『Romantic Objectivism: Diagrammatic thought in Contemporary Art』
で梅原猛賞を受賞。図像学的なシンボルや科学記号を使った複雑で繊細なド
ローイングやインスタレーションを制作。

1991年宮城生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科修士課程修了。在学中に
狩猟をはじめる。猟師として生活する傍ら、狩猟の現場でつぎつぎに起こる出
来事をエスノグラフィックな視点で見つめ、自身が出演・演出する手法で映像
作品を制作している。作品に、都会で暮らす猟師の奇妙な生活を描いた「猟師
の生活」、震災後に猟をやめた祖父を追った「じいちゃんとわたしの共通言語」
などがある。

マイケル・ウィッテルさん池田剛介さん

科学や数学的な研究のダイアグラムに着想を得
て制作しています。スタジオに本や資料を多く
持ち込み、コンピュータ上でのシュミレーショ
ンから、ドローイングの制作まで行っています。
大きな作品がつくれる広さのある空間で感謝し
ています。

これまで、千葉県の松戸市のスタジオや台湾の
レジデンスなど、転々としてきましたが、ちょ
うど制作において拠点をつくりたいと思ってい
た時にこの募集を耳にしました。住む家も一部
自らリノベーションを行い、じっくり環境を整
え、制作に励みたいと思っています。

場所は教室。資格不問。ジャンル不問。

ただし、世界的に活躍する用意のあるアーティストに限る。

中田有美　NAKATA Yumi 池田剛介　IKEDA Kosuke

1984年奈良生まれ。2009年京都市立芸術大学美術研究科造形構想専攻修了、
2016年京都市立芸術大学美術研究科博士課程（油画）修了。「描く」ことを通し
て自己、および他者の存在を問うことを目的に作品を制作している。自らが持
つ顔面や記憶、言語に規定される「ものの意味」に注目し、それらが生成される
様子を平面上に表象言語を用いた独自のシミュレーションをすることで、我々
の共有する現実を示そうとしている。

1980年生まれ。美術作家。2003年京都造形芸術大学情報デザイン学部卒業。
2005年東京藝術大学大学院先端芸術表現専攻修了。平成17年度文化庁新進
芸術家在外研修員としてボストン滞在。平成27年度ポーラ美術振興財団在外
研修員として台北滞在。自然現象、生態系、エネルギーなどへの関心をめぐり
ながら制作活動を行う。

中田有美さん

ジャンルも様々な作家が集まっていることや、
国内外のキュレーター等が時々見に来られたり
することもあって、それまでの制作場所だった
大学のスタジオよりも、自分の作品に対して客
観的な視点を意識して制作するようになった気
がします。

HAPS スタジオ
HAPS では元小学 校の教室をアーティストの
スタジオとして活用しています。
2016年4月、第5期の使用者として、
4名が使用を開始しました。
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OUR SCHOOL

HAPS では、あらゆる人に開かれた学校「OUR 
SCHOOL」を開校しています。場所は、HAPSオフ
ィスの1階。誰もが生徒にも先生にもなれ、知識や経
験、技術を共有していく解放された学校を目指してい
ます。「生きるために表現すること」と「生きることが
表現であること」。この二つを自由に往復することが、
私たちの生存につながります。

主催事業 3

髙橋耕平、田中功起、眞島竜男という３名の、コンセプチュ
アルであると同時にキュラトリアルな地平を示しているアー
ティストたちを迎え、「アーティストがキュレーションを行
う」ことについて考えるトークを行いました。

トークイベント
「Beyond Conceptual / Curatorial」

アーティストとキュレーター、
その役割と芸術実践を考える。

みんなで学ぶ、教える、共有する。

主催事業 4

土壁補修・技術伝授ワークショップ

池田浩士講演 【この現実だけが唯一の現実ではない―再考・20世紀の抵抗運動】

HAPSスタジオとは？

スタジオマップ

2F

中田
有美 yang02

井
上
亜
美

管
理
人
室

3F

マイケル・
ウィッテルトーチカ

池
田
剛
介

トーチカ yang02（やんツー）
ナガタタケシとモンノカヅエによる1998年より活動を始めたアーティスト・
ユニット。共に1978年生まれ。2006年に、デジタルカメラによる長時間露出
とコマ撮りアニメーションの手法を融合し、光で空中に絵を描き、アニメーシ
ョンをつくる「PiKAPiKA」を編み出す。そのほか様々な手法を用い、商業フィ
ルム、現代美術など、ジャンルを超えて活動を行う。2014年4月使用開始。

2012年12月より、京都を拠点に活動をしていく美術系アーティストのために、元
小学校の教室を利用した制作スタジオを提供、現在6教室を運営しています。
2011年に閉校した元新道小学校は、東側に名刹建仁寺、北側に京都ゑびす神社、
西側に京都五花街の一つ宮川町と、京都の風情を醸し出す地域にあります。

1984年、 神奈川県生まれ。2009年多摩美術大学大学院修了。久保田晃弘氏、
三上晴子氏に師事し、メディアアートを学ぶ。デジタルメディアを基盤に、グ
ラフィティやストリートアートなど、公共圏での表現にインスパイアされた作
品を多く制作。表現形態にとらわれず、作品を通して既存の価値感に対して問
題提起をおこなう。第15回文化庁メディア芸術祭アート部門にて新人賞受賞。 国
内外のフェスティバルや展覧会にて作品を発表している。2015年4月使用開始。

OUR SCHOOL アドバイザー

アサダワタル（日常編集家）
伊藤洋志（ナリワイ起業家）
遠藤水城
小倉正史（美術評論家）
小山田徹（美術家）
佐藤守弘（視覚文化研究者）
タミヤリョウコ／田中課長
　（風俗嬢のための健康情報サイト
　「ガールズヘルスラボフォーワーカーズ」主宰）
野村 誠（作曲家・日本相撲聞芸術作曲家協議会理事）
春山文枝（「かぜのね」協同経営）

日時：2017年1月29日（日）14:00-17:00
会場：京都芸術センター ミーティングルーム2
参加費：無料、定員40名
登壇者：髙橋耕平、田中功起、眞島竜男
進行：遠藤水城
共催：京都芸術センター
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協力事業
タイトル 開催日 会場 協力内容 主催

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/6/18 福田地子 福地空果梨堂

『後美術論』を読む（第10回） 2016/7/1 遠藤水城 HAPS

池田浩士講演 【この現実だけが唯一の現実ではない?
再考・20世紀の抵抗運動】

2016/7/2 池田浩士 藤野良樹

創業（起業）とは？　創業後するべき事は？ 2016/7/9 大川 聡、植木克明、戸山伸章 星あかりプロジェクト

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/7/16 福田地子 福地空果梨堂

『後美術論』を読む（第11回） 2016/7/22 遠藤水城 HAPS

土壁補修・技術伝授ワークショップ 2016/7/23
-7/24

萩野哲也 HAPS
協力：大手前大学

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/8/6 福田地子 福地空果梨堂

渡部睦子：アムステルダムでの21年の活動 
ー自作について、オランダのアーティストサポートの状況についてー

2016/8/6 渡部睦子　聞き手：原久子 HARA ART OFFICE

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/9/17 福田地子 福地空果梨堂

ユーストイベント　セックスワーカーのためのサービス開発準備局
「サービスするわよ!!」 vol.04 「まだ予防もできないって何時代？ 風俗
で病気にかからないようにしたいスペシャル」

2016/9/22 谷口 恭、MCパネマジ、MCK HAPS

『後美術論』を読む（第12回） 2016/10/8 遠藤水城 HAPS

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/10/15 福田地子 福地空果梨堂

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/11/19 福田地子 福地空果梨堂

『後美術論』を読む（第13回） 2016/11/25 遠藤水城 HAPS

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/12/17 福田地子 福地空果梨堂

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2017/1/21 福田地子 福地空果梨堂

クロニクル、クロニクル！関連イベント「未来の編集・未来のキュレーション」 2017/2/4 武田 俊 クロニクル、クロニクル！実行委員会

『後美術論』を読む（第14回） 2017/2/24 遠藤水城 HAPS

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2017/2/25 福田地子 福地空果梨堂

『アーティスト向け　所得税確定申告講座（初級編）』 2017/2/25 大川 聡 星あかりプロジェクト

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2017/2/25 福田地子 福地空果梨堂

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2017/3/25 福田地子 福地空果梨堂

川田 淳「終わらない過去」上映会 2016/4/14 HAPSオフィス 会場提供 川田淳、居原田遥

リコレクト～記憶のいかし方 　
京都で「聞き」「語り」「思う」お茶っこの会

2016/5/7
-5/8

旧成徳中学校3階 会場紹介 特定非営利活動法人 震災リゲイン

「LOG/OUT tour 2016, 3_Kyoto」 2016/5/15 MEDIA SHOP 広報協力 LOG/OUT

清流の国ぎふ芸術祭　Art Award IN THE CUBE 2017 
開催記念トークイベント in 京都

2016/5/16 MTRL KYOTO 広報協力 清流の国ぎふ芸術祭 
Art Award IN THE CUBE 実行委員会、岐阜県

NEW INCUBATION 8 伊藤隆介×中田有美
『ジオラマとパノラマ －－Diverting Realities』

2016/6/10
-7/18

京都芸術センター スタジオ使用（中田有美） 京都芸術センター

ここ・そこ・あそこ ～香りのアート2016～ 2016/7/1
-7/7

京都芸術センター 広報協力 京都嵯峨芸術大学 味と匂い研究会 
Perfume Art Project

あいちトリエンナーレ2016 2016/8/11
-10/23

愛知芸術文化センター 他 スタジオ使用（yang02） あいちトリエンナーレ実行委員会

「タイルとホコラとツーリズム　season3 《白川道中膝栗毛》」 2016/8/19
 -9/4

Gallery PARC 広報協力 「タイルとホコラとツーリズム」実行委員会

テクネ　映像の教室 2016/8/26 - スタジオ使用（トーチカ） NHK Eテレ

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2016 2016/9/14
-11/23

六甲ガーデンテラス ほか スタジオ使用（トーチカ） 六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

書籍『空き家の手帖』出版 2016/9/17 - 広報協力 学芸出版社

“Examples” 2016/9/23
-10/21

CLEAR EDITION 
& GALLERY

スタジオ使用（yang02） CLEAR EDITION & GALLERY

PikaPika ワークショップ 2016/11/3 ロームシアター京都
ノースホール

制作・広報協力 東アジア文化都市2017京都実行委員会

ULTRA AWARD 2016 Exhibition 「ニュー・オーガニクス」 2016/11/5
-11/27

京都造形芸術大学　
人間館、智勇館ほか各所

スタジオ使用（井上亜美） 京都造形芸術大学

京都市立芸術大学 博士学位認定試験展覧会 2016/11/29
-12/5

京都市立芸術大学 制作協力（松井沙都子） 京都市立芸術大学

TOCHKA Playground! 2017/1/21
-3/12

まなびあテラス スタジオ使用（トーチカ） まなびあテラス

「Malformed Objects － 無数の異なる身体のためのブリコラージュ」 2017/1/21
-2/25

山本現代 スタジオ使用（池田剛介） 山本現代

クロニクル、クロニクル！ 2017/1/23
-2/19

CCOクリエイティブセンター
大阪

スタジオ使用（谷中佑輔） クロニクル、クロニクル！実行委員会

クロニクル、クロニクル！関連イベント「未来の編集・未来のキュレーション」 2017/2/4 HAPSオフィス 広報協力 クロニクル、クロニクル！実行委員会

増田佳江個展“仮景”、盆子原彩展“Pieces of the circuits” 2017/2/15
-2/17

青春画廊 広報協力 青春画廊

大いなる日常 2017/2/18
-3/20

ボーダレス・アートミュージア
ムNO-MA

スタジオ使用（yang02） アール・ブリュット魅力発信事業実行委員会

オープンサイト2016-2017｜プロジェクトB [Part 4] 2017/2/25
-3/26

トーキョーワンダーサイト
本郷

スタジオ使用（井上亜美） 公益財団法人東京都歴史文化財団 
トーキョーワンダーサイト

GIANT-STORY-MUSIC 2017/3/18 The Museum of Futures 制作協力 山本麻紀子、The Community Brain

2016年度 HAPS 事業実績

？

コーディネート実現数

5 5 123
シェアスタジオへの入居実現数

物件マッチング

アーティストから 支える人から

相談受付数 計 /261 件

HAPSウェブサイトアクセス数 Facebook フォロワー数 Twitter フォロワー数

インターネット 視察

新聞 雑誌 web TV その他

計 /40 件広報

件

104,891 2,291件 件 3,005 件

件 14 1件

27 件

19 件件 1 件 5 件件 138 件

主催事業

OUR SCHOOL

タイトル

タイトル

開催日

開催日

会場

ゲスト

ゲスト 共催等

主催

HAPSスタジオ第5期使用開始 2016/4/1 HAPSスタジオ - -

ALLNIGHT HAPS 2016前期 
「人と絵のあいだ」

2016/4/22
-8/14

HAPSオフィス 企画：野口卓海　鬣 恒太郎／加藤
方彦／しまだそう／田中秀介

助成：公益財団法人 朝日新聞文化財団

キュレーター招聘 クリッティヤー・カーウィーウォン氏 2016/7/19
-7/21

HAPSスタジオなど
市内スタジオ

- -

ULTRA × HAPS TALK 001
『チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションとその背景』

2016/7/20 ロームシアター京都 
ノースホール

クリッティヤー・カーウィーウォン 京都造形芸術大学大学院

ULTRA × HAPS TALK 002
『中央アジアの現代美術－ポスト・ソヴィエトの文脈から』

2016/8/4 京都造形芸術大学
智勇館

グリナラ・カスマリエワ＆ムラトベッ
ク・ジュマリエフ

京都造形芸術大学大学院

ALLNIGHT HAPS 2016後期
「私がしゃべりすぎるから／私がしゃべりすぎないために」

2016/10/1
-2017/2/12

HAPSオフィス 企画：厚地朋子　花岡伸宏／吉田
朝麻／對木裕里／山下耕平

協力：taïmatz、TEZUKAYAMA GALLERY、 
MORI YU GALLERY　
助成：公益財団法人 朝日新聞文化財団

ULTRA × HAPS TALK 003『残像から亡霊へ』 2016/8/30 京都芸術センター 
講堂

デイン・ミッチェル 京都造形芸術大学大学院、京都芸術センター

キュレーター招聘　ウンジー・ジュー氏 2016/11/7
-11/9

HAPSスタジオなど
市内スタジオ

- -

ULTRA × HAPS TALK 004
『全体を形づくるいくつかのパーツについて』

2016/11/8 キャンパスプラザ京都 ウンジー・ジュー 京都造形芸術大学大学院

ULTRA × HAPS TALK 005『世界とコミュニケーションする』 2016/12/1 京都造形芸術大学
智勇館

島袋道浩 京都造形芸術大学大学院

ULTRA × HAPS TALK 006『世界が変わると、芸術は変わるのか？』 2017/1/17 京都造形芸術大学
智勇館

片岡真実 京都造形芸術大学大学院

トーク「Beyond Conceptual / Curatorial」 2017/1/29 京都芸術センター 
ミーティングルーム2

髙橋耕平、田中功起、眞島竜男  
進行：遠藤水城

京都芸術センター

キュレーター招聘　蔵屋美香氏 2017/2/17
-2/19

HAPSスタジオなど
市内スタジオ

- -

Can curatorial attitudes become form? #07 
キュレータートーク　蔵屋美香「“アーティスト”という縦軸よりも、“一
見関係なさそうな作品同士のつながり” という横軸に萌えるんですけど、
こういうのってどうなんですかね」

2017/2/17 京都芸術センター 
講堂

蔵屋美香 京都芸術センター

川田淳「終わらない過去」上映会 2016/4/14 川田 淳、居原田遥 川田淳、居原田遥

ユーストイベント　セックスワーカーのためのサービス開発準備局
「サービスするわよ!!」 vol.03　「アムネスティ方針の行方は？」

2016/4/16 青山 薫、MCパネマジ、MCK HAPS

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/4/23 福田地子 福地空果梨堂

『後美術論』を読む（第９回） 2016/5/20 遠藤水城 HAPS

うっかり母ちゃんの にほんばなし 親子でたのしむお茶と絵本 2016/5/21 福田地子 福地空果梨堂

Bettina Funcke, POP OR POPULUS ? 
Art between High and Low を読む

2016/5/21 遠藤水城 HAPS
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HAPS ウェブサイト

HAPS PRESS

相談窓口
アーティストと支える人からの相談を受け付ける窓口です。誰
でも気軽にアクセスできるウェブサイトが、直面している問題
を解決する第一歩となります。

ART Picks
京都市内の展覧会情報を網羅的に提供。現代美術に限らず、
オルタナティブな動きも含めて更新し、幅広いジャンルの展覧会・
イベントを紹介しています。国内外を問わず閲覧できるように
日英バイリンガル表記であることも大きな特徴です。

HAPS の活動の前提となる条件や事柄を再考し、それを HAPS
の活動に還元する役割を持っています。リサーチ、インタビュー、
エッセイ、レビューなどが、アーティストや研究者、専門家、市民
など様々な立場の人々によって構成されています。「アーティスト
とは？」、「社会にとってのアートとは？」、「アートをサポートする
とは？」という命題が複数の切り口から検証され、それが公開さ
れています。
このサイトは、HAPSの活動が常に反省と対話を必要としている
ことの表れであり、同時に社会一般に広く「アート」をめぐる状況
と問題が共有されることが目指されています。

2016年度は下記コンテンツを更新しました。

「オープン・ディスカッション『表現と倫理の現在』：記録」
アートをめぐる表現と社会の間の矛盾、それに関わる検閲、自己
検閲をめぐる座談会を愛知県美術館学芸員中村史子がレポート。

「“命の砦”に生きた歌人、政石蒙の足跡を辿って」山川冬樹
人間の尊厳とは、芸術とは、根源的な問いの答えを求めて、「政石
蒙」との運命的な出会いを巡るアーティスト山川冬樹の旅の記録。

Exhibition Review
あらゆる人に開かれた展覧会レビュー。あなたがみた展覧会に対
する文章を随時募集中。対象は京都市内で開催されたものに限る。

芸術と社会の関係を実験的に考察していくためのウェブマガジン。

トーク等への参加

広報掲載

タイトル

記事タイトル

開催日

掲載日

会場

媒体 分類

主催

発行元

「LOG/OUT tour 2016, 3_Kyoto」 2016/5/15 MEDIA SHOP LOG/OUT

京都文化芸術コア・ネットワーク第4回総会 2016/6/19 京都芸術センター 京都文化芸術コア・ネットワーク

京都市美術館再整備ワークショップ 2016/9/21 京都市動物園レクチャールーム 京都市

ALLNIGHT HAPS 2016前期 「人と絵のあいだ」 2016/4/1 KANSAI ART BEAT 公益財団法人西枝財団、NPO法人GADAGOweb

ALLNIGHT HAPS 2016前期 「人と絵のあいだ」 2016/4/14 Refsign エニアックインターナショナルweb

ALLNIGHT HAPS 2016前期 『人と絵のあいだ』 2016/4/18 HereNow 株式会社CINRAweb

【ALLNIGHT HAPS】2016前期 「人と絵のあいだ」 2016/4/25 京都で遊ぼうART 京都文化推進委員会、株式会社エクザムweb

改修のその後① 2016/6/1 建設協組news Light 全京都建設協同組合その他

深夜に開く展覧会「人と絵のあいだ」展 2016/6/25 Leaf 株式会社リーフ・パブリケーションズ雑誌

改修のその後② 2016/7/1 建設協組news Light 全京都建設協同組合その他

ULTRA × HAPS TALK 001
『チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションとその背景』

2016/7/12 REALKYOTO （有）小崎哲哉事務所、
京都造形芸術大学大学院学術研究センター

web

京町家の現状を説明 2016/7/14 毎日新聞 毎日新聞社新聞

京都・HAPSが京都造形芸術大学とトークイベントを共催 2016/7/17 ART iT 株式会社アートイットweb

ULTRA × HAPS TALK 002
『中央アジアの現代美術－ポスト・ソヴィエトの文脈から』

2016/7/27 REALKYOTO （有）小崎哲哉事務所、京都造形芸術大学大学院学
術研究センター

web

改修のその後③ 2016/8/1 建設協組news Light 全京都建設協同組合その他

ULTRA × HAPS TALK 003『残像から亡霊へ』 2016/8/6 REALKYOTO （有）小崎哲哉事務所、
京都造形芸術大学大学院学術研究センター

web

カルチャーガイド 2016/8/8 日本経済新聞（夕刊） 日本経済新聞社新聞

ULTRA × HAPS TALK 003『残像から亡霊へ』 2016/8/19 HereNow 株式会社CINRAweb

Sprout!発芽するアーティストたち (5)美術家 中村裕太 2016/8/27 京都新聞 京都新聞社新聞

ALLNIGHT HAPS 2016後期 
「私がしゃべりすぎるから／私がしゃべりすぎないために」

2016/9/1 KANSAI ART BEAT 公益財団法人西枝財団、NPO法人GADAGOweb

ALLNIGHT HAPS 2016後期
『私がしゃべりすぎるから／私がしゃべりすぎないために』

2016/9/1 HereNow 株式会社CINRAweb

改修のその後④ 2016/9/1 建設協組news Light 全京都建設協同組合その他

みやこのアーツ＆クラフツ 現象を形にする美術作家 2016/9/23 京都新聞 京都新聞社新聞

光のアーティストと作品作ろう 2016/9/29 京都新聞 京都新聞社新聞

ALLNIGHT HAPS 2016後期 
「私がしゃべりすぎるから／私がしゃべりすぎないために」

2016/10/18 京都で遊ぼうART 京都文化推進委員会、株式会社エクザムweb

ULTRA × HAPS TALK 004　
『全体を形づくるいくつかのパーツについて』

2016/10/18 REALKYOTO （有）小崎哲哉事務所、京都造形芸術大学大学院学
術研究センター

web

ULTRA × HAPS TALK 005　『世界とコミュニケーションする』 2016/10/18 REALKYOTO （有）小崎哲哉事務所、京都造形芸術大学大学院学
術研究センター

web

Sprout!発芽するアーティストたち (7)彫刻家 花岡伸宏 2016/10/22 京都新聞 京都新聞社新聞

ULTRA × HAPS TALK 004　
『全体を形づくるいくつかのパーツについて』

2016/10/26 HereNow 株式会社CINRAweb

ULTRA × HAPS TALK 005 『世界とコミュニケーションする』 2016/11/22 HereNow 株式会社CINRAweb

東アジア文化都市2017京都 2016/11/29 Club Fame Club Fameweb

京都のクリエイターが制作した映像作品 2016/12/9 KANSAI ART BEAT 公益財団法人西枝財団、NPO法人GADAGOweb

関西新時代へダッシュ 2017/1/1 公明新聞 公明党新聞

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス、
第６期HAPSスタジオ使用者募集

2017/1/8 ART iT 株式会社アートイットweb

空き家活用 ノウハウ学ぼう 2017/1/29 京都新聞 京都新聞社新聞

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS） 2017/1/30 Kyoto A.I.R. Alliance Festival 2016 - 17 京都芸術センターその他

文化メモ 2017/2/14 京都新聞 京都新聞社新聞

若手芸術家 京で働いて 2017/2/15 京都新聞（夕刊） 京都新聞社新聞

Sprout!発芽するアーティストたち (10) 映像作家 井上亜美 2017/2/25 京都新聞 京都新聞社新聞

一緒にやろうよ 東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス 2017/3/9 京都新聞 京都新聞社新聞

京の魅力 最新技術で映像化 2017/3/23 京都新聞 京都新聞社新聞

文化の力で日本を元気に！京都から発信 2017/3/28 京都放送（KBS京都） 京都放送（KBS京都）TV

ULTRA × HAPS TALK 2016/8/6 京都新聞 京都新聞社新聞
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認知は重要な指標だが2012年度で52.8％、2013年度で64.2
％、2014年度で76.3％、2015年度で64.7％（※補正値）、本年
度は74.4％であった。アンケートに回答した住民の7割以上に
HAPSが認知されている状況が確認できる。

※2015年度はアンケート調査の実施会場の関係で20歳以下
の回答数が急増したため、経年比較が難しくなった。従ってこ
こでは「20歳以下」の回答を除いた補正値を採用する。

「非常に思う」「やや思う」を「必要性認識」としてまとめる。回
答した住民の9割近くが、地元に若者が必要だと考えているこ
とがわかる。この項目に関しては「思わない」との回答が0票
であった。住民の強い思いを感じる結果である。

「非常に思う」「やや思う」を「多様性指向」としてまとめる。「若
者必要性」が9割を超えたのとは対照的に、「地域に多様な人々
が集まることは良いことである」と回答した住民は6割にとど
まった。「どちらとも言えない」との回答が3割を超えており、
地域住民の戸惑いが感じられる結果となった。

「非常に思う」「やや思う」を「観光客指向性」としてまとめる。
表9の多様性指向と同様の傾向がみられる。「地域に観光客が
訪れることは良いことである」と回答した住民は6割弱にとど
まった。「どちらとも言えない」との回答が3割近くとなってお
り、この項目も地域住民の戸惑いが感じられる結果となった。

HAPSの「認知」は単に「知っている」という状況を示すデータ
だが、ここではHAPSに対する「評価」が問われる。回答した住
民の7割以上が、地域にHAPSが必要であると考えていること
がわかる。

「非常に思う」「やや思う」を「必要性認識」としてまとめる。
2013年度で93.8％、2014年度で90.4％、2015年度で91.2％、
本年度で86.3％であった。

回答した住民の8割以上が、文化芸術に関心を持っていること
がわかる。

なおHAPSを最も認知している年齢層は上記の表から70代で
あることがわかるが、ここにジェンダーを加味すると、最も
HAPSを認知している年齢層、ジェンダーとしては「70代男性」
が浮かび上がる。この階層でのHAPS認知率は100％に達する。
また同様の分析で最も認知率が低かったのが「20歳以下女性」
であり、この階層でのHAPS認知率は14.3％であった。

Q8. 学区にもっと若者が住んだほうがい
いと思いますか？

Q4. 学区にHAPSは必要だと思いますか？

Q1. 年齢

Q9. 学区に、外国人など異なる文化をもった
人々がもっと住んだほうがいいと思いますか？

Q5. 文化や芸術（音楽・絵画・舞台・映画
など）が好きですか？

Q2. HAPSを知っていますか？

Q10. 学区にもっと観光客が増えたほうが
いいと思いますか？

Q6.学区に芸術家は必要だと思いますか？

概要
東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS）の事業につい
て、ニーズの把握、プログラムの効果評価を試みるべくアンケート調
査を実施したのでその結果を報告する。本年度（2016）アンケート
は2種類実施された。ひとつは市民の皆さんに調査票を配布した「市
民調査」であり、もうひとつは京都市内の芸術系大学に在学する皆
さんに調査票を配布した「大学調査」である。

全体まとめ

市民調査について
本年度は複数の新項目を加えた。毎年データを取っているレギュ
ラー項目に関しては、ここ数年市民データの動向に大きな変化は
みられない。多くのアンケート回答者は「地域にアーティストが必
要」と考えており、「HAPSの認知」も高い。これらのデータはHAPS
の順調な活動ぶりを示すものであると言える。
新項目に関しては興味深く、注目すべき傾向が見られた。それは端的
にまとめると以下のようになる。まずアンケート回答者の多くが「文
化芸術が重要」だと考え、「地元にいるアーティストを支援したい」
と考えている。また地域に「若手芸術家を含む若者」が「必要」だと
考える人の割合は、アンケート回答者の実に9割に達する。しかしな
がら、地域に多様な人々が集まることを是とする割合は、アンケート
回答者の6割にとどまる。また観光客の訪問を是とする人々の割合も、
アンケート回答者の6割弱となっている。文化芸術が重要であり、若
手芸術家を支援したいと考えながらも、新たな来訪者によっておこる
であろう地域社会の変化に関しては強い戸惑いが表明された。

大学調査について
昨年度と比べて基本属性に大きな変化はない。大学生の「HAPS
認知」も、HAPSの活動の広がりと比例して着実に「経年的な増
加傾向」を示しており、本年度が過去最高となっている。またこ
れは大学調査開始時からの変わらぬ傾向だが、京都府市出身者と
京都以外出身者の間で、「卒業後も京都で活動したい」と答える割
合が大きく異なる。
京都の芸術系大学の学生が卒業後に京都で活動しない場合、出身
地が京都外であることから、居住地と制作場所の確保ができずに
活動をあきらめている可能性が示唆される。また「卒業後も京都
を拠点に制作を継続したいと思いますか（Q1-2）」、「制作場所は
居住場所とは別に必要だと思いますか（Q1-3）」、「制作をしてい
く場所で、地元の方の理解は必要だと思いますか（Q1-4）」の3項
目に関しては、「そう思う」「ややそう思う」の合計割合が経年的
に低下しており注意を要する。芸術系大学の学生にとっての、制
作場所としての京都のプレゼンス（存在感）低下を示す傾向と見
ることもできよう。

山田創平
（京都精華大学人文学部准教授）

「市民調査」結果

属性
市民調査は本年度（2016）で5年目である。本年度の
回答数は168件であった。昨年度票数（276件）よりも大
幅な票数減となっている理由は、回収方法・場所の変更
によるものである。本年度は主に六原学区で調査を行
った。また本年度新たに複数の調査項目を加えた。回答
者の基本的な属性について、全体的な傾向は昨年とほ
ぼ同様である。

※回答者のジェンダー構成は、64.3％が女性、35.7％が男性であった。
※回答者の年齢構成は表1のとおりである。昨年度、20歳以下の票数が急増したが、
　本年度はその傾向が見られない。40代以上が多く、70代以上が最も多い。
※住所はアンケート実施学区内が64.3％、学区外が25.6％、市外が9.5％であった。
※項目により、数票の無回答があるため、合計が100％となっていない場合がある。

2016年10月から11月まで（質問紙を町内会のネットワークや六原
フェスタを通して配布、回収した）

配布数1400票・回収数168票（昨年度は276票）

2016年10月から12月まで（質問紙を各大学に配布の上、学内で取
りまとめHAPS事務所まで郵送を求めた）

配布数835票・回収数378票（昨年度は324票）

2012年度で44.4％、2013年度で58.5％、2014年度で63.2％、
2015年度（※補正値）で49.4％、2016年度は61.3％となっている。
回答した住民の6割以上がHAPSのオフィスを認知している。
※2015年度はアンケート調査の実施会場の関係で20歳以下の
回答数が急増したため、経年比較が難しくなった。従ってここで
は「20歳以下」の回答を除いた補正値を採用する。

「非常に思う」「やや思う」を「支援意思」としてまとめる。回答し
た住民の8割近くが、地元にいる芸術家を支援したいと思ってい
ることがわかる。

Q3. HAPSの事務所を知っていますか？

市民調査

アンケート実施期間と実施方法

アンケート配布回収状況

市民調査

大学調査

大学調査

Q7. 近所に若手芸術家が移住してきたら、積極的
に彼らを支援しようと思いますか？

アンケート調査結果
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大学調査（2016）では、京都嵯峨芸術大学、京都造形芸術大学、京都精華大学、京都市立芸術大学の4大学からデータを得た。調査は本年度
（2016）で5年目である。本年度の回答数は378件であった（昨年度調査は324件）。回答者の基本的な属性について、全体的な傾向は昨年とほ
ぼ同様である。

Q2. 京都で作品の発表をしたいと
思いますか？

Q1-3. 制作場所は居住場所とは別に
必要だと思いますか？

調査票に占める各大学の割合

Q3. 大学を卒業した後も専門家に作品を
見せる機会を得たいと思いますか？

Q1-4. 制作をしていく場所で、地元の方の理解は必要だと思いますか？

Q1-1. 卒業後はアーティストとして
制作を継続していこうと思いますか？

Q4. HAPSを知っていますか？

Q1-2. 卒業後も京都を拠点に制作を
継続したいと思いますか？

「そう思う」「ややそう思う」の合計割合について経年によ
る変化を追うと以下のようになる。
63.2 ％（2013）→ 60.1 ％（2014）→ 56.1 ％（2015）
→56.8％（2016）

「そう思う」「ややそう思う」の合計割合について経年に
よる変化を追うと以下のようになる。
55.1 ％（2013）→ 59.7 ％（2014）→ 57.5 ％（2015）
→54.9％（2016）

「名前も事業内容も知っている」「名前は知っている」「聞
いたことがある気がする」と回答した学生の割合は、下
記の通り着実に増加している。HAPS の認知は確実に広
がっている。
42.9 ％（2013）→ 48.6 ％（2014）→ 50.0 ％（2015）
→51.6％（2016）

この項目に関して「そう思う」「ややそう思う」を積極層、「どちらとも言
えない」「あまりそう思わない」「そう思わない」を消極層とした場合、各
大学の比率は以下のようになる。
京都嵯峨芸術大学　積極層36.8％：消極層63.2％（前年35.0％：65.0％）
京都造形芸術大学　積極層58.4％：消極層41.6％（前年55.8％：44.3％）
京都精華大学　　　積極層52.3％：消極層47.7％（前年56.0％：44.0％）
京都市立芸術大学　積極層52.1％：消極層47.9％（前年50.0％：50.0％）

Q-1-2～Q1-4の3項目について「そう思う」「ややそう思う」の合計割合につ
いて経年による変化を追うと以下のようになる。

「卒業後も京都を拠点に制作を継続したいと思いますか」
　48.2％（2013）→41.9％（2014）→43.3％（2015）→32.1％（2016）

「制作場所は居住場所とは別に必要だと思いますか」
　66.0％（2013）→53.2％（2014）→55.2％（2015）→39.8％（2016）

「制作をしていく場所で、地元の方の理解は必要だと思いますか」
　74.3％（2013）→66.5％（2014）→69.9％（2015）→47.2％（2016）

「卒業後も京都を拠点に制作を継続したいと思いますか（Q3-2）」と「出身地
（京都府市／京都以外）の関係をみると、京都府市出身者の59.6％が「卒業後
も京都で活動したい」と考えている一方で、京都以外出身者（国外9名含む）
で「卒業後も京都で活動したい」と考えている学生は38.5％である。出身地

（たとえば「実家の有無」）が「卒業後も京都で活動したい」という意志と関係
していることがわかる。

※回答者のジェンダー構成は、84.1％が女性、13.5％が男性であった。
※回答者の年齢構成は、平均が22.68歳、最年少は18歳、最高齢は65歳であった。
※回答者のうち、学部学生が71.4％、大学院生が25.5％であった（その他・無回答が3.1％）。
※回答者の出身地は、京都（府市）が20.8％、京都以外（国外含）が77.0％であった。

※各大学の回答者に占める京都府市出身者の割合は以下の通りである。
　京都嵯峨芸術大学の回答者のうち京都府市出身者の割合：16.2％（前年は21.4％）
　京都造形芸術大学の回答者のうち京都府市出身者の割合：19.4％（前年は10.0％）
　京都精華大学の回答者のうち京都府市出身者の割合：11.5％（前年は21.1％）
　京都市立芸術大学の回答者のうち京都府市出身者の割合：28.1％（前年は37.3％）
※項目により、数票の無回答があるため、合計が100％となっていない場合がある。

「大学調査」結果
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