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アートイニシアティブ

Art Initiative

リレーする構造 海外編 vol.1

Communicative Infrastructure Overseas Edition Volume 1

歴 史 的 建 造 物 を 芸 術 文 化 に 活 用 し た 公 設 民 営 の 新 し い ア ー ト ス ペ ー ス と し て、

Since its inception in 2004 Yokohama's BankART1929 has paved the way with

BankART1929 が横浜に誕生して 6 年が経過しました。市民文化センターでも既存の

its innovative approach in administering an art centre. This publicly funded

美術館でもないオルタナティブスペースのあり方を探る 6 年間だったといえます。

and privately run venture currently utilises a historic building that has been

近年、我が国は指定管理者制度が導入され、既存の美術館・公民館などの文化施設に
ついても様々な議論が交わされていますが、それと並行してアーティストが中心に立
ち上げた自由度のある新しい運営チームも数多く誕生し、市民や行政と連動していく
ケースが増えています。
こうした状況の中、私たちは日本の各都市におけるオルタナティブスペース等につい

designated for cultural and artistic purposes. During those 6 years, BankART, as
an alternative space, has pursued its ideals, and as such distinguised itself from
other museums and publically-run cultural centres.
In recent years, Japan has witnessed the introduction of a designated system
administration. This has led to a wider debate as to the function of existing

て広く議論・討議したいと考え、一昨年「集まれ ! アーティストイニシアティブ」と

cultural facilities such as museums and community centres in Japanese society.

いう会議を開催しました。またこうした動向を情報収集・総括する必要があると考え、

In parallel to this public discourse, we have seen the emergence of a new breed

「集まれ ! アートイニシアティブ」を刊行しました。この冊子では各チームの活動紹
介はもちろんですが、特に社会とのリレーに焦点をあてました。活動の継続性と浸透
に視座を据えたかったからです。小さい芽が生まれたとき、市民は、行政はどう動い
たか ? またアーティスト自身、さらにどのように展開していったか ? もちろんその中
には失敗例も含まれます。それを揶揄するのではなく、何故駄目になったのか、どこ
を改善すればよかったのか ? などのつっこんだ内容にも触れています。

of administrative team, focused more on artists' initiatives, along an increase in
collaborative ventures involving both the citizen and the city authorities.
Given this context, BankART organised in 2008 a conference under the title,
'Art Initiatives, Let's Unite' , with the aim of both broadening the debate and
deliberation on the subject, as well as involving various alternative art spaces
throughout Japan's major cities. Sensing the serious need to gather and
circulate information on this growing phenomena, BankART decided to publish

本書はこの本の海外編です。（昨年は海外からのゲストも招き、「集まれ ! アートイニ

'Art Initiatives, Let's Unite.' Along with providing an outline for each of the

シアティブ part2」を開催しました）

participating groups' activities, this book particularly focuses on how the various

ここで断っておかなければなりませんが、本書は世界の動向を詳しく調査した上、編

initiatives interacted with civic society and the world at large. We wanted to

集構成したものではありません。国内編もそうでしたが、私たちの活動を通じての直

examine the durability of the individual projects, as well as gain an insight into

接的な出会いの中から生まれてきた本であるといえます。だから「こんな施設もある
よ」というアドバイスや、「構成が偏っ ているぞ」というお叱りを受けることもあろ
うかと思います。それでもこの本を出版化したのは、刻々と変化する「アートイニシ
アティブ」の生の状況を伝えたいという想いと、そのシステムや思想を共有したいと
考えたからです。またタイトルに vol. をいれたのは、今後も引き続きこうした出会い
と情報収集を繰り返し、継続していきたいと考えているからです。

their viewpoint and modus operandi. Many prevalent issues were tackled. How,
for example, did civic society and the various local authorities respond to these
seedling initiatives? And how, in turn, did the artists themselves evolve in such
circumstances? Naturally, not every initiative was a success story. We also made
a point of examining those which didn't survive, not out of a wish to deride their
efforts, but rather to comprehend the reasons for their failure. This is vital, as we
can only learn from our mistakes, and thereby ensure improved planning for
future projects.

最後になりましたが、この出版に賛同し、協力してくださった関係者の方々に深く感
謝し、この場をかりて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

BankART1929 一同

In 2009, we organised a second conference on the same theme, to which we
also invited guest-speakers from abroad. This present book is our first overseas
edition, and destined for an international audience.
From the outset we would like to state that we are under no illusion that this

book covers the subject comprehensively. We regard it as a work-in-progress,
and by no means as a finished product. Lest any of our readers inform us
that we have overlooked some notable institutions, or perhaps complain that
our approach is somewhat biased, our answer is that we wanted to share
information on the systems and thinking process underpinning the various art
initiatives in as timely a fashion as possible given the ever changing conditions
on the ground. As in our publication dealing with the Japanese art initiatives,

アートイニシアティブ

with those involved in getting such initiatives off the ground. As can be noted

Art Initiative

from the fact that we have labelled the present publication volume 1, we intend

リレーする構造

continuing to gather information on the evolution of these initiatives, and to

Communicative Infrastructure

the starting point for this book was our own direct contact and encounters

circulate them accordingly.
I would like to avail of this occasion to sincerely thank all of those who
supported us in our efforts in this project, as well as those working in all the art
initiatives involved without whose assistance we would never have completed
this book.
BankART 1929 Staff
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Alternative space LOOP

オルタナティブスペース・ループ

Alternative space LOOP
ソウル、韓国 / Seoul , South Korea
ソ・ジンソク / Suh Jinsuk

オルタナティブスペース LOOP（ループ）を
1999 年にはじめたのは、美術の商業化や芸術
の画一化という韓国の現代美術の現状に対して
危惧を感じたこと、また西欧一方向の現代美術
の国際化などの問題に対して新しい提案を行い
たかったからだ。
主な活動として以下のようなことを行っている。

1. 新 鋭アーティストの公募
毎年一回、明確なコンセプトやユニークな発想、
そして実験的な精神や持続的な意志を持つ、新

At the time Alternative space LOOP was established in 1999, we were somewhat apprehensive about trends that were increasingly imposing themselves on the Korean art
scene: not just the standardisation and commercialisation of art, but also the lopsided
manner in which Korean contemporary art
had taken European art as its model. Alternative space LOOP was founded on the hope
of being able to offer a new template. Since
its inception, the gallery’s principal activities
have included:

人アーティストを公募している。審査方法は、
内部審査の他に国内のキュレーターによる審査と、
国内外の外部評価委員による計 3 回の審査会を
経て決定される。選ばれたアーティストはルー
プでの個展を通じて紹介され、国内外での継続
的なプロモーションを通してサポートされる。

2. 中 堅アーティストへの支援
国際的に飛躍する時期にきている中堅アーティ
ストを支援する仕組みもつくっている。有名作
家や新人作家のみに関心が集まり、芸術的価値
が熟してきているにもかかわらず、活動が展開
できていない中堅アーティストの個展の開催を
行い、持続的なキュレーション、プロモーショ
ンに力を入れている。

3. 異 文 化とのネットワークの構築
アジア及び世界中の現代美術と緊密に交流し、
国際交流や展覧会を行っている。独自の企画展

16

Signing Up New Artists
Once a year we take-on new experimental
artists, particularly those with specific concepts, unique approaches, and equipped
with the necessary psychological attributes
to ensure their works come to fruition.
The screening committee consists of an inhouse examiner, along with curators from
other Korean galleries and assisted by domestic and foreign external examiners. The
artists are chosen following a three-staged
decision process. Those selected have the
opportunity to organise a solo exhibition at
Loop Gallery, as well as benefit from continual promotional support, both on a national
and international level.
Assistance for Established Artists
We are also constantly developing the struc-

から、海外のキュレーターをゲストにむかえて

tures needed to assist fully-fledged artists
gain a foothold on the international art-

の展覧会まで、様々な方法で、異なる文化や芸

scene. This program is being developed at
17

Alternative space LOOP

術の様相を韓国に紹介し、また韓国の現代美術
を外国に紹介している。

4. ループ・メディアセンター
現代美術のもつ特性を最もよく現していると考
えられるメディアアートに焦点をあて、メディ
アアート発展のため、ループ・メディアセンター

a time when media focus is predominantly
on young and famous artists. Despite their
maturity, these established artists are often
ignored and unable to evolve professionally.
Along with the possibility to exhibit their
works, we offer them continual assistance in
terms of curator-ship and promotion.

を設立し、運営している。そのいくつかの役

Cross-Cultural Networks

割は次のようなもの。

Working closely with a network of contemporary arts spaces throughout Asia and the
rest of world, we organise exhibitions and
foster inter-cultural exchanges. This involves
everything from planning solo projects to
inviting overseas guest-curators. In doing
so, we have been able to introduce various
cultures to Korean public, while bringing Korean contemporary art to the attention of a

[ アーカイブ閲 覧 ]
メディア作品やデジタル・ポートフォリオ、アー
ティストのインタビューなどの資料の提供
[ 展 示やスクリーニング ]
独自の企画展示に加え、世界有数のメディア関
連施設のネットワークであるビデオアートネッ
トワークを通じて、様々なテーマのメディアアー
ト展示やスクリーニングの開催
[ビデオアート・ネットワーク・フォーラム ]
アーカイブ団体からなる国際的なネットワーク
で、学術的な議論から実務的な協議まで、幅広
いテーマを扱っている。参加施設は、密接な交
流を通じてアーカイブを互いに共有しながら、
ネットワーク型展示を企画している。
[ 議論の構 築 ]
メディアアート作品やアーティストのインタ
ビ ュ ー、デ ジ タ ル・ポ ー ト フ ォ リ オ、展 示、
18

LOOP

worldwide audience.
Loop Media Centre
As an emerging genre, new media art is
now perceived as expressing contemporary
art’s most salient features. The Loop Media
Centre was founded so as to facilitate the
development of media art and new media
technologies.
Archives Consultation
We provide a service whereby visitors can
consult and view new media works, digital
portfolios, interviews with artists and much
more. Alternative space LOOP’s function

国際フォーラムなどを基盤に、映像文化と現
代美術に関する芸術論を展開している。この
議論はループ・メディアセンターのウェブサ
イトで閲覧することができ、書籍としても出
版されている。
これまで紹介してきたようなループの活動を支
える主な財政的な基盤は、韓国文化芸術委員会
からの運営助成金。またプロジェクトごとに各
種の基金に申請し、その支援金を得て活動して
いる。
これまでの活動成果は、若くて挑戦意欲のある
アーティストを発掘し、商業主義を排した自由
な現代美術を紹介してきたことと、ジャンルと
メディアの統合を超え、文化と学際領域の統合
を実現してきたことだ。また国際的なネットワー
クを基盤としたアジア現代美術の新しい展開や
流通のプラットフォームを構築してきたことで
ある。

is not restricted to exhibiting or screening;
besides producing independent exhibition
projects, the gallery has broadened its scope
of activities by inter-linking with numerous
institutions involved in media art throughout
the world, thus creating a video network that
enables a reciprocal flow of information, as
well as the possibility to host new media art
exhibitions and screenings.
The Video Art Archive Forum, an international archive, accommodates a wide spectrum of data that embraces everything from
academic debates to business conferences.
The participating institutions work in close
co-operation and can consult each others’
archives.
Through the use of these assembled new
media art works, interviews with artists, digital portfolios, exhibitions, international forums and such, our ultimate aim has been to
create ‘a cultural debate’ centred on film and
19

Alternative space LOOP

contemporary art. The ensuing discourse can
be consulted on Alternative space LOOP’s
media art centre’s web-site, and has also
been published in hard copy.
The Arts Council Korea has thus far been the
principal source of funding for the activities
outlined. Moreover, Loop Gallery applies for
additional assistance on a project by project basis and it is thanks in great part to this
funding that we remain operational.
As of now, the results indicate that we have
今後の課題は、異文化とのネットワークの構築
により、美術界の国際的な動向を踏まえながら、
この動向を自らリードしていくこと。視覚芸術
を人文学、工学、経済学などと連携させ、多様
な価値と新たな議論を展開していきたい。また
国際的な文化芸術施設とのネットワークを構築
し、最先端の情報を共有しながら、グローバリ
ズムを越えた真に多様性のあるグローバル化を
実現したい。
さらにループ・メディアセンターを通じて、メ
ディアアートの体系的なアーカイブを構築する
ほか、柔軟な流通システムを取り入れ、市民と
のコミュニケーションのための様々な接点を提
供していきたい。具体的にはワークショップや
学術セミナーなどを通して、現代美術と映像文
化を巡るコミュニケーションの場所へとオルタ
ナティブスペース・ループは成長していきたい
と考えている。

succeeded in both fostering and introducing
to a wider public these young independent
and endeavouring contemporary artists,
who not alone have rejected the commercial
model, but who, in adopting an interdisciplinary approach, have refused to typecast
themselves. We have built upon our solid international network to create a new development and distribution platform for contemporary Asian art.
As for what we would like to accomplish
in the future, we hope to forge ahead with

ソウル・アート・スペース

Seoul Art Space
ソウル、韓国 / Seoul , South Korea
キム・ユンファン / Kim Youn Hoan

ソウル芸術文化振興財団は、ソウル市の文化経
済政策を推進するために、オルタナティブスペー
スの立ち上げや運営を委託担当している。
ソウル市は、創造性を基点にしながら文化資本
を蓄積することで、経済効果を生み出そうとす
る「創造都市」の考えに共鳴し、現在オルタナ
ティブスペース事業を推進している。ソウル市
の産業や都市構造の変化により市内の各地に遊
休施設が増えてきており、それらを活用しなが
ら、都市空間の再生を図り、文化的な都市をつ

The Seoul Foundation Arts and Culture
(SFAC) is entrusted with managing the city’s
alternative arts spaces. In response to evolving approaches to the Creative City concept,
Seoul is currently promoting the creation
of alternative art space initiatives. By focusing on the untapped potential of the city’s
creative sector, the SFAC are attempting to
boost knock-on economic effects. Due to major transformations in the capital’s industrial
landscape, Seoul is currently witnessing an

国際レジデンス・衿川芸術工場 / International Residency Seoul Art Space Geumcheon

further inter-cultural networks, following the
current tendency of ever wider cross-cultural
bonds in the art world. We envision broadening the links between the visual arts and the
humanities, science and economics. In so
doing we would like to widen the cultural debate so that it fully embraces contemporary
values and reality. We would like to embrace
diversity in its every facet, by sharing cutting
edge knowledge and know-how with our
counterparts, and eventually to involve more
cultural institutions worldwide. Besides systematically expand our archives at the Loop
Media Centre, we would like to incorporate
an adaptable distribution system, one which
could serve as a point of contact for the wider
community. In real terms, this would entail
offering workshops and academic seminars.
We would like to see the Alternative space
LOOP develop in such a way that it becomes
a communication’s nexus for contemporary
art and film culture.
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Seoul Art Space Map

Seoul Open Theater Changdong
Changdong Station

Seoul Theater Center

Seoul Art Space_YEONHUI
Hongik Univ Station

Geumcheon Station

Daehangno Creative Space

Shindang Station

Seoul Art Space_SINDANG
Yongdu Station

Seoul Foundation for Art and Center
Myeong-Dong Station

Seoul Art Space_SEOGYO

Mullae Station

Hyehwa Station

Namsan Creative Center

Namsan Art Center

Seoul Art Space_MULLAE

Seoul Art Space_GEUMCHEON
●

Subway station

在来市場に位置する新堂芸術アーケードの工房 / The ateliers in the Sindang Arcade located in the long-established marketplace.

くろうという試みだ。
こうしたオルタナティブスペースでは、工場跡
地等の遊休施設を再活用し、アーティストに創
造的な環境が提供される。市民はそこで行われ
る質の高い文化プログラムに直接触れることが
できるので、地域の活性化や都市再生のための
拠点空間としての機能することになっていく。
グムチョン

ソウルの西南部に位置するアートスペース衿 川
は、国際レジデンスプログラムやアートプロジェ
クトを通じて、世界で活躍しうるアーティスト
を育成し、地域再生の役割を担い始めている。
ムンレ

新しく建設されたアートスペース文 来 は、衰退
している工業地域に位置しているが、このエリ
アに拠点をもつ自発的に生まれてきたアーティ
ストたちの活動 ( 文来芸術工団 ) を支援しながら、
国際的なアートセンターとして展開しようとし
ている。それは地域産業構造の変化に対応しな
がら都市再生に貢献しようとする試みである。
22

unprecedented increase in abandoned utilities. The reutilisation of these facilities offers a
test case for Seoul’s regenerative efforts, and
offers opportunities to create a more culturally oriented living environment. Alternative art
spaces are redeveloping abandoned facilities
on derelict industrial sites, a process which
provides artists with a creative environment
in which to flourish. These developments are
beneficial for the city’s population because
they can become involved with high-quality
arts programs. The city itself reaps benefits
from these alternative spaces, as they become focal points for inner-city regeneration.
The Seoul Art Space Geumcheon: It offers
an international residency program as well
as co-ordinating various art related projects.
Thanks to its activities, it acts as a springboard
for Korean artists wishing to gain a foothold
internationally. The recently constructed

ソギョ

西 橋アート実 験センターは、韓国有数の名門芸
術大学である弘益大学周辺の多様なインディー
ズ文化やオルタナティブな活動をサポートする
プラットフォームとしての役割を担っている。
ソウルの中部に位置する地下空間にある

シンダン

新 堂 芸 術アーケードは、工芸中心の工房群から
なり、真上にある古くから続く市場の活性化に
貢献している。
ヨ ン ヒ

延 禧 文 化 芸 術 村 は、文学者の創作や国内外交
流を支援する空間として運営されている。
このように、ソウル市のオルタナティブスペー
スは、市内の各地に広がっているという状況を
生かし、各施設が地域の特徴にあったプログラ
ムを行うのと同時に、それらの全体的なネット
ワークを通じて、共同のイベントプログラムや
施設のツアープログラムなどを行っている。
年間の主要プログラムは以下のとおり。

the Seoul Art Space Mullae, located on the
site of a demolished industrial estate, is trying to expand its role as an international art
centre. By supporting the activities of its local
voluntary Mullae Arts Group, it endeavours
to contribute towards urban regeneration.
The Seoul Art Space Seogyo supports numerous ‘indi-culture’ initiatives as well alternative art spaces in the vicinity of Hongik
University. The Seoul Art Space Sindang, a
city centre underground complex housing
crafts studios, plays a major role in reinvigorating the marketplace located over-ground.
The Seoul Art Space Yeonhi supports intercultural exchanges between writers and also
hosts an writer-in-residency program.
Seoul is currently witnessing a flourishing
of regenerative schemes. Along with adapting their programs to local specifics, Seoul’s
alternative art spaces have created a viable
23

Seoul Art Space

Seoul Art Space

西橋芸術実験センター 1 階の展示場 / The exhibition space on the
1st floor of the Seoul Art Space Seogyo

アートスペース文来 / Seoul Art Space Mullae

都心に位置する文学の殿堂、延禧文化創作村 / Seoul Art Space
Yeonhi, a Literary Sanctuary in the city centre.

延禧文化創作村で行われた、海外招待作家アンドレアス・グレーザー
氏の朗読会 / A public reading by the writer-in-residence Andreas
Glaser at the Seoul Art Space Yeonhi.

1. アーティスト制 作支 援プログラム

network, thus ensuring that their individual
event’s programs are properly coordinated.

繰り返しになるが、このプロジェクトの主な内

enterprises, and the implementation of a new
business model. We are observing how these
initiatives impact on local communities.

「制作のためのレジデントスタジオ」、「アーティ
スト・インキュべーティング」、「国際交流」、
「アートプロジェクト公募」等。

2. 文 化のまちづくりプログラム
「アーティストスタジオのオープン」、「市民文
化講座」、
「住民制作室の運営」、
「アマチュアサー
クルの育成」、
「パブリックアートプロジェクト」、
「地域まつり」等。

3. 文 化 産 業の振 興のプログラム
地域の産業界と覚書 (MOU) を締結して協力体
制を築き、
「アートロボットプロジェクト」、
「アー
トマーケット」、「アート商品開発」などを推進
している。
これらの活動を支える運営予算は、全額ソウル
市民の税金で賄なわれている。2009 年は 5ヵ
所で約 34 億ウォン ( 約 3 億円 )、2010 年は 8ヵ
所で約 78 億ウォン ( 約 6.5 億円 )。現在のところ、
公共の資金に全額依存しているが、今後は企業
協賛やビジネスモデルの開拓などを通じて、収
益構造を多様化させていく予定である。2007
年に計画したオルタナティブスペース事業が、
2009 年から本格的にスタートしたが、早急な
成果を期待するよりも、今後地域に与える影響
等を見守りながら事業を推進していきたい。
24

容をまとめると、アーティストの創作活動を通
じてより質の高い文化活動を提供すること。

Annual programs inclde:
The Artists Production Assistance Program:
Assistance comes in the form of a residency
studio to help artists create new works. it
funds international exchanges, as well as a
support program for emerging artists.
Cultural City Planning Program:
This program covers open-door days at artists studios and the administration of creative
ateliers for local communities. It also funds
amateur cultural circles, public art projects
along with local festivals throughout the city.
Cultural Industries Program:
Administered jointly by MOU and the city’s industrial sector, it promotes activities such as
Art Robot Projects, Art Markets, and developing art products.
Seoul tax revenues fund all these initiatives.
In 2009, 34 billion won was spent for the five
venues. In 2010, the estimate for the eight
venues operated under the scheme is 78
billion won. Though the initiatives are currently dependent on public funds, change is
expected in the form of support from local

またそのことによって地域住民の暮らしの質を
高め、共同体の絆を強めること、さらには都市
の美観の向上にも貢献していくこと。そしてアー
ティストの芸術活動と地域経済を積極的に融合
させ、地域経済の活性化にも貢献したいと考え
ている。
オルタナティブスペース事業は国際都市ソウル

These projects offer the public top-quality artistic activities that will have a beneficial effect
on their standard of living, and make a positive contribution to the city’s appearance. We
believe their existence will in the long term
contribute significantly not only to Seoul’s artistic life, but also play a role in reinvigorating
the urban economy.

をより推進するための拠点であることを自覚し
ながら、地域との協働しながら歩んでいく文化
施設としての役割を、同時に担っていきたいと
考えている。こうしたオルタナティブスペース
を通じて、市民とアーティストが共に豊かな都
市をつくるための様々なプログラムを推進して
いければと考えている。そのためにも、アーティ
ストのもつ芸術性と住民の文化活動の統合、あ
るいは芸術の社会貢献度の向上、実効性の高い
国際交流活動、芸術と地域産業の連携の活性化
を推進していきたい。

Along with promoting Seoul’s image as a
cosmopolitan city, we would also want the
spaces to provide cultural facilities for local
communities. We believe it vital to promote
various educational and cultural programs
which will create a better city for the artist and
citizen alike. We would like to reinvigorate
links between the arts and local industry. The
combined effect of the artists’ creativity and
the general public’s artistic activities will ensure highly effective international exchanges,
as well as contribute to an improved cultural
level in society.
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文 来芸術工団

ての機能衰退の社会的・歴史的背景に対する理

Mullae Artist Village

工団地が借り受けている事務室に、芸術家たち

解が先行されなければならない。なぜなら、鉄

都市再生の省察的リトマス

がスタジオをつくることによってはじまり構成

A Litmus Test for Urban Regeneration in Seoul

された「文来芸術工団」の背景には、韓国の産

ソウル、韓国 / Seoul , South Korea

業構造の変革及び都市への政策介入などの側面
があるからだ。そして芸術家がここに集まった

キム・ガン / Kim Kang

理由も、都市の再開発と芸術政策の問題が密接
な関わりを持つからである。

1. 文 来 芸術 工 団の理 解のために
ソウル市永登浦区文来洞 3 街の一帯には、鉄工
所と芸術家のスタジオが共存する「文来芸術工
団」がある。ソウルという巨大都市に自生的に
つくられた芸術村としての文来芸術工団は、様々
な文化芸術活動が行われる現場として注目を集
めている。しかし「文来芸術工団」をより正し
く理解するためには、芸術家たちの様々な活動
のみならず、この地域の歴史性と鉄工団地とし

ソウル永登浦区文来洞 3 街 56-58 地域全景。約 41, 231m2 (2008 現在 )

1. The Mullae Artist Village, Seoul:
some background
The Mullae Artist Village, located in Mullae
Dong in Seoul’s Yeongdeungpo-gu district,
is a purposely created cultural village set in
the midst of a sprawling metropolis that has
garnered much interest due to its diverse artistic and cultural activities. To grasp the importance of this cultural oasis, we first need
to comprehend the locality’s historical sig-

したがって本文では、「文来芸術工団」の形成
過程について、芸術家が入居する以前から現在

reforms are operational. Why artists chose to
relocate to Mullae-dong is closely linked to
urban regeneration and cultural policy.

までの歴史的背景をまず考察し、その後に芸術
家たちの本格的な入居以降の様々な活動につい
て述べることにする。またこれらを通して、文
来芸術工団が発信している社会的・文化的な価
値について論証し、文来芸術工団を取り囲んで
いるソウル市の都市再生政策（再開発計画）に
ついて述べたいと思う。

2. 文 来芸 術 工 団の場 所 性
ソ ウ ル 市 永 登 浦 区 文 来 洞 の 鉄 工 団 地 に は、
2000 年初め頃から芸術家たちが居住をしはじ
めた。2007 年から芸術文化活動が活発になっ
たこの地域は、韓国の産業構造の変化、「工業
社会」から「知識社会」への変革によって鉄工
所の営業が衰退していた場所である。ソウル都
心部の再開発と産業構造の変革により、文来洞
にあった鉄工所の多くは、清渓川、南営洞、竜
山などの他の地区や、始興団地などの郊外に移
転していった。90 年代中盤頃には、都市の郊
外部や、京畿道一帯にたくさんの鉄工団地が移
転をしはじめ、文来洞の鉄工団地の 2-3 階には
空き事務室が増えるようになり、2000 年頃か
らはこの地域に芸術家たちが入居し始めた。
文来芸術工団があるこの地域は、1900 年代に
初めて日本によって開発され始めた時から工業
地帯として開発された地域であり、約 100 年
の歴史を持った工業地区である。
1928 年には、日本による「京城部都市計画」
によって工業地域として指定され、1930 年代
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nificance, and understand how this erstwhile
ironworks district fell into decline. Officespace previously owned by factory administrators are now occupied by a new wave
of artists. With their arrival, the Mullae Artist
Village came into existence. Here, one sees
the various factors involved in restructuring
Korean industrial landscape unfold, as well
as the extent to which various urban policies

2. The Mullae Artist Village’s Site
In 2000, artists began relocating to this ironworks complex located in Seoul’s Yeongdeungpo ward. From 2007 onwards the
area became a hub of artistic activity, and
somehow emblematic of reforms in Korea’s
industrial structure, as it transformed from
an industrial-based to an information-driven
society. Mullae-dong underwent drastic decline as a result of these changes. Thanks to
an urban regeneration scheme, most of the
iron foundries previously located in the district relocated to new complexes in the city’s
suburbs of Cheonggyecheon Namyeongdong and Yongsan. Consequently, from the
mid 90s, many of the area’s office space on
the 2nd and 3rd floors became vacant. Artists started moving in from the turn of the
century.
Mullae-dong has a century-long history in
iron production. Initially developed by the
Japanese at the beginning of the 20th century, they designated the area as an industrial complex in 1928, incorporating these
small-scale metalwork industries into their
Seoul urban planning project. The 1930s saw
rapid development with the construction of
the Chosen (1933) and Kirin breweries along
with 24 major factories. As a result of the
Japanese military’s onslaught in Asia at the
beginning of the 30s, munitions industries
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には朝鮮ビール（1933 年）、キリンビールな
ど 24 個の主要工場が設立された。特に 1931
年には日本の大陸侵略政策で軍需工業が好況に
なり、機械、製錬、染め付けなどの重化学系の
工場が増加した。1942 年頃には、約 60 個の
大型工場が建設され、当時の生産量ではソウル
での生産量の約 80% を占めるようになり、こ
の時から永登浦区は確実にソウルの代表的な中
心工業団地としての性格を持つようになった。
しかし 90 年代の前後に、この地域の大型工場
はほとんど郊外部に移転するようになる。特に
97 年の外為危機による資金圧迫によって、多
くの企業がソウル市内にある工場敷地を売却す
ることで、その救済策を計画するようになった。
大型工場が移転した敷地には高層アパートが建
てられ、その周辺の空間には小規模の製造業社
が建てられるようになった。このような企業は
70 〜 80 年代に形成された小規模な金属製造業
社集積地に加えられながら現在まで文来洞の地
域の特徴を表す重要な要素として考えられてい
る。文来芸術工団は現在これらの小規模機械金
属関連業種（以下鉄材商）と共存し、この地域
の新しいトポス（場所性）を形成しているから
である。
文来洞に小規模の鉄材商（材料商と加工業社を
含む）が集まるようになった背景としては、こ
の地域が伝統的な工業地域であるという点、ま
た 1976 〜 9 年に文来洞 3 街 53 番地一帯に鉄材
商街の建物が建てられたこと、そして前出の都
市再生政策（再開発計画）が推し進められ、ソ
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started expanding. This was accompanied
by a notable increase in heavy-chemical industrial complexes, such as dyeing factories
and wrought-iron foundries. In 1942 alone,
60 large-scale factory complexes were constructed in the area. In all, the Yeongdeungpo-district accounted for almost 80% of
Seoul’s industrial output at the time.
By the 1990s most large-scale factories located in the area had started moving to the
suburbs. The 1997 currency crisis further escalated their exit, for financial pressure on
the owners forced many of them to sell off
their industrial premises as part of the necessary relief measures. In their place, highrise apartment blocks were constructed, and
many small-scale industrial units and companies began moving into the area. Sideby-side with these small-scale metalwork
industries, the Mullae Art’s Factory arrival
has been instrumental in forming the area’s
new topography. Many factors explain why
various industries relocated to Mullae-dong:
the district has traditionally been an industrial complex, and as such proved a magnet
for small-scale iron and steel industries.
Moreover, between 1976 and 1979, an iron
and steel business complex was created in
Mullae-dong’s 3rd district’s 53rd block. The
Seoul Urban Regeneration Scheme stipulated that small-scale industrial complexes
were not suited to the inner city districts,

ウルの中心部にあった小規模製造業社が都心不
適格判定を受け、セウン商店街の西側の工場撤
去が本格的に推進され、様々な企業が文来洞に
移転するようになった点等をあげることができ
る。
しかしこれら小規模の鉄材商も、再び政府の政
策やソウルの産業構造の変化によって 90 年代
中後半から移転を余儀なくされるが、一部の鉄
工業者は相変わらず現在までこの地で営業を続
けている。そして 2000 年度以後、芸術家とい
う新しい隣人を迎えるようになった。すなわち
現在の文来芸術工団は「鉄工業団地」と「芸術
創作団地」が共存する形態で現在の場所性を形
成しているのである。

3. 芸 術家たちの文 来 洞移 住の背景
前章で記述したように 90 年代の中後半以後、
産業構造の変革と都心にある産業施設の首都圏
からの移転政策によって、鉄材街団地に空き事
務所ができ、長期間放置された。その後、廉価
なスタジオスペースを探していた芸術家たちに
よってこの空間が注目されはじめ、2000 年初
盤から芸術家たちがスタジオや活動拠点として
使用するため、事務室などを賃貸しはじめた。
2007 年度以後文来芸術工団は地域での活発な
アートイベントの開催と、地域再開発と関連を
もつ「準工業地域条例の改訂」などによって芸
術活動と都市再生の問題を考察させ、外部に広
く知られるようになった。すなわち再開発が予
定されていた鉄材商街に、芸術家たちが入居す

and fervently advocated that they relocate to
the western side of the Seun Shopping Complex. From the mid 1990s many small-scale
iron and steel industries had little choice but
to relocate as a result of shifting government policies and a transforming industrial
landscape. Others persisted, however, and
remain in business to this very day and were
later joined by those artists who decided to
move into the district.
3. Background to the Artists Relocating
to Mullae-dong
The reforms implemented from the mid 90s
to alter the city’s industrial infrastructure,
necessitated that industrial facilities in the
city centre relocate outside the metropolitan
belt. This impacted significantly upon Yeungdeungpo-gu: a lot of office-space became vacant, inducing a slump over a protracted period. Subsequently, bargain-cheap rents for
premises in the area came to the attention
of artist in search of working-studios. From
about 2000, artists started leasing empty office space for their artistic pursuits. In 2007,
the Mullae Artist Village began organising
cultural events, leading to a widening awareness of the area’s potential, as well as offer a
positive example of how urban regeneration
issues and cultural activities inter-link. Revision in regulations for industrial zones were
also instrumental in promoting reform. The
newly-arrived artists acted as a regenerative
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分野は絵画、彫刻、デザイン、イラスト、写真
など視覚芸術ジャンルだけでなく、ダンス、パ
ントマイム、パフォーマンス、伝統楽器、グッ
ド（巫女が供物を供え歌舞を演じて神に祈り
願う儀式）、風物、批評、都市社会学の研究者、
文化活動家など多様である。文来洞の鉄材商街
団地の安い家賃に彼らが魅力を感じたのも理由
のひとつではあるが、「鉄工所のもつ創造的エ
ネルギー」「街に偏在する鉄鋼物の荒々しくも
活き活きとした雰囲気」「多様なジャンルの芸

文来公共美術プロジェクト ( 文来視覚芸術家ネットワーク ) 2008

ることによって地域に新しい活気が生ずるよう
になり、このような活気は、暴力的な形での都
市再開発とは異なる「新しい形態、自律的形態
の都市再生」につながるのではないのか ? とい
う期待感をもたらす十分なできごととなった。
初期に定着した芸術家たちは、知人から紹介を
受けて住むようになった後には、個人の制作に
沒頭するのみで、これというほどの具体的な対
外活動はなかった。その後 2007 年からおこなっ
ている「境界のない芸術フェスティバル」や「文
来アートフェスティバル」の開催などを通して、
文来芸術工団地域が知られるようになり、次第
に多くの芸術家たちが集まりだした。現在では、
1 階の鉄材商街を除いた 2・3 階では、空きスペー
スを探すのが難しいほど、スタジオスペースが
増えた。その結果、約 60 個のスタジオ、小劇
場及び練習場、展示空間等が密集し、活動する
芸術家の数も約 170 名となった。彼らの専門
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術家たちの集積」といった要素も、この地によ
force for a district signalled for redevelopment. Their vigour embodied a forceful message, and led to a strong sense of expectation that classic urban redevelopment and
this new style of autonomous urban regeneration could somehow form the basis for
the city’s betterment.
The first wave of artists were mostly concerned with their own personal creations,
and little substantial external activity was
generated. The Mullae Artist Village district
became well-known following its hosting
of the Arts without Borders Festival and The
Mullae Festival in 2007. Artists subsequently
started assembling in the vicinity, with the
result that is becoming more difficult to find
vacant office space. Some 60 private studios
are now operational, accommodating small
theatres, rehearsal spaces, exhibition venues, and with about 170 artists working in

り多くのアーティストやクリエイターを引き寄
せる要因となっている。彼らはかつて、主に大
学路や弘益大学付近で活動していたが、これら
の地域の急激な商業化による貸賃の上昇と商業
的な雰囲気などを避けてここに移るようになっ
た。

4. 文 来芸 術 工 団の様々な活動
文来芸術工団では様々な芸術プログラムが通年
で行われているが、2007 年度からは街劇専門
劇団が進めている「境界のない芸術フェスティ
バル」が毎年春に開かれ、舞踊団体が主催する
「文来アート国際フェスティバル」が秋に開催
されている。また文来芸術工団の入居作家たち
の「オープンスタジオ」も 2008 年から開催さ
れ、芸術家たちの交流及び地域社会との出会い
と交流の場になっている。2007 年からはゴミ
が放置されていた屋上を「美術館」に変化させ
る「屋上美術館プロジェクト」というプロジェ

the complex. Not confined to the visual arts,
for alongside painters, sculptors, illustrators,
designers, and photographers, it has also
been a magnet for dancers, performers of
every genre, traditional musicians, Gut practitioners and so forth. Naturally attracted by
its cheaper rents, the artists were also drawn
to the area’s creative energy, its boisterous
and vibrant atmosphere, and also the fact
that it has become a cultural nexus. Previously, these artists were principally concentrated close to Daehungno Avenue, and the
Hongik University, but rapidly increasing
rents brought on by the area’s commercialisation forced them out.
4. Cultural Activities at Mullae Artist Village
In 2007, a street theatre group started up a
yearly spring event, Arts Festival without
Borders, while a theatre group organises
the Mullae International Arts Festival every autumn. In the same year, The Rooftop
Museum Project was established, in which
a neglected rooftop was transformed into a
museum space. From 2008, local artists have
organised an open-studio event, providing
the local community an occasion to meet
with them and have an exchange of views.
In conjunction with the district’s youth club,
local artists initiated an educational cultural
programme. In their attempts to revive both
the local community and the iron foundries,
they organise diverse activities, including
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文来フリーマーケット

クトもおこなわれている。
また、文来洞の芸術家たちが地域の児童センター
と連携して文化芸術の教育プログラムを実施し
たり、フリーマーケットを開催するなどして、
地域社会と鉄工所の断絶されたコミュニティを
回復しようと努めている。また文来洞には移住
民のための多文化放送である「ザラダ TV」など、
いくつかの社会的活動をおこなう企業も入居し
ている。
文来芸術公団は再開発の危険に直面している地
域ではあるが、つくられた人生ではなく、偶然
と出会いの中で新たに生まれる関係のなかに「誰
も計画してない自由」がある。美術家は都市社
会学の研究者と会ってバンドを結成し、映画が
好きな人々は一緒に集まって映画を見る。記者
だった友達は夢だったコーヒーハウスを建て、
コーヒーを売りながら文来洞の内と外を連結す
る。外国から来た友達は自国での生活を写真と
映像などで紹介し、文来洞の作家たちと交流す
る。即興的に焼肉パーティーが開かれ、ゴミ捨
て場だった場所が花壇や菜園になっていく。都
市における農業の実験が屋上で行われ、代替エ
ネルギー生成のためのワークショップが開かれ
る。鉄工所の騷音はミュージシャンによってヒッ
プホップ音楽に変換され、鉄工所の看板は新し
いグラフィック表現のモチーフとなる。芸術家
たちは鉄工所の用語を学んで、鉄工所の従業員
たちは芸術的に見られている自分たちの日常を、
好奇心をもって観察する。次第に、マッコリを
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a regular flee market, and a multi-cultural
broadcast, known as SaladTV, for immigrants
and newcomers to the area. Moreover, several community oriented companies have
recently moved into the vicinity.
Undoubtedly, the Mullae Arts Public Corporation is confronted with the risks that
any area in the process of redevelopment
faces. They don’t want a contrived lifestyle,
but rather the possibility to foster relationships based upon ‘a freedom nobody masterminds.’ Artists, for instance, can join force
with researcher scholars in urbanism, or
film buffs get together to watch films and so
forth. A reporter friend of mine realised his
lifelong dream of opening a coffee shop, and
in the process has connected Mullae-dong to
the outside world. Visitors from abroad can
exhibit their photographs or films there, and
thus facilitate an exchange of views with local artists. Barbecue parties happen spontaneously, while rubbish tips gradually transform into flower-beds and vegetable plots.
Rooftops provide a setting urban agricultural
projects, and workshops in how to generate
alternative energies. The iron foundries stimulate artists in a variety of ways: local musicians utilise their clamourous sounds in their
hip-hop compositions, while graphic artists
use their signboards as new visual motifs.
Just as artists are learning the ironworks’ terminology, the ironworkers curiously observe

飲みながら、腰の曲がったおじいさんは巨済捕
虜収容所で過ごした自分の人生を少しずつ打ち
明ける。ここではきらびやかな芸術のように見
えるものはほとんど存在しない。むしろ目に見
えないできごとや、新しい関係性が時間ととも
に蓄積されている。関係と人生は決して視覚的
なものとして還元されることはできないものだ。
専門的なプログラムもあるが、大部分のプログ
ラムは芸術家たちの日常的な交流の中でアイディ
アが創出され、実行へと移される。このような
日常は代表の誰かの意志によって行われる計画
的な企画事業ではない。むしろ代表のない代表
として、文来洞の構成員たち自身がそれぞれ、
自分たちが欲する多くの行事と日常をつくって
いく。中心がなく、そしてすべての人が中心で
あるこのような構造の中で、多くの行事と日常
は自由に接続し、交錯する。すなわち多くの人
が一緒に作るキルトのような空間が文来洞には
ある。自分の存在を表現していくことが、都市
開発計画が予定されている文来を新しく喚起さ
せている。
文来芸術工団のこのような実践は、より自律的
で独立的な人生を生きていこうとする人々同士
の日常的な接触を生成しながら、多くの研究者
たち（社会学、美学、都市計画、建築専門家、
文化政策など）にも新しいアイディアと研究の
主題を提供している。
文来における芸術家たちの経済問題は個人的な
バイトや講義などを通じて解決している。アー

how their lives are viewed in an artistic manner. Veteran residents are gradually opening
up: we see examples of elderly men confide
their experiences at the Geoje concentration camp to the newcomers, over a glass of
makkuri soju. One rarely sees flashy artwork;
if anything, what we witness is a new relationship to time itself, where the emphasis
is not on exteriors. Life and human relationships can not simply be reduced to a matter
of appearances. While many of the programs
in operation are indeed specialised, in practice most of them originate in the artists’ daily interactions in the locality. However, there
is neither mastermind nor a master plan for
these projects. If anything, Mullae-dong’s
individual residents and artisans have set
about creating their own roles in society
and everyday environment. It has evolved
in such a way that everybody stands in the
centre, and yet there is no centre of power.
Most functions and everyday routines are inter-linked, and one senses that Mullae-dong
embodies a patchwork woven by a large
cross-section of local residents. By validating their own individual existence, the artists
have been instrumental in reactivating this
district earmarked for redevelopment. Their
newly adopted approaches have stimulated
much research in sociology; philosophy; city
planning; architecture; cultural policy and so
forth. The Art Council Korea, along with the
Seoul Culture Foundation provide funding
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美大連携プロジェクト (LAB39) since 2008、慶煕大・暻園大

トイベントや企画事業をおこなう場合は、韓国
文 化 芸 術 委 員 会（Art Council Korea）や ソ ウ
ル文化財団、永登浦区役所などの助成金をもら
うこともあるが、公的な支援から独立していく
努力も併行している。公的支援はしばしば「支援」
という性格にふさわしくない干渉と統制をおこ
なうことがあるという問題が起きるからである。

5. 「文来芸術工団」と
「アートスペース文来」の関係
2010 年には、隣近にソウル市による文化施設
である「アートスペース文来」が、文来芸術工
団の芸術家たちと芸術活動を支援するために開
館した。これはソウル市の創造都市政策の代表
的な事業として、都心の遊休産業施設をアーティ
ストの活動拠点として活用していこうという事
業であるが、ソウル市と永登浦区役所が積極的
にこの公設の文化施設を誘致した。「アートス
ペース文来」が「文来芸術工団」ヘの支援を謳っ
ていることから、一見民間の活動に対する適切
な公共の支援ではないかという意見もあるが、
今までの文来芸術工団の成果を、政府の大規模
予算と行政力を動員して横取りしようとするの
ではないかという懐疑の念も同時に存在する。
またソウル市は、この地域に関する新しい開発
政策として「地球単位開発計画」と「創作村活
性化計画（西南圏ルネサンス開発計画）」を同
時に打ち出しているが、その方向性がどのよう
になるかはまだ未知数である。これはまだソウ
ル市が文来洞地域に対する明確な開発計画案を
34

for cultural events and projects. While the
Yeungdeungpo ward also offers some financial assistance, the Mullae Artist Village is endeavouring to wean itself away from being
dependent on outside assistance, because of
the ever-present risk of meddlesome interference and incongruous regulation. In order to
survive, many of the artists take on part-time
jobs, or teach.

策定できていない混乱した状況であるというこ

5. Relations between the Mullae Artist
Village and the Seoul Art Space Mullae
In 2010, the Seoul Art Space Mullae opened
in the vicinity. Heralded as one of Seoul’s
spearheading initiatives, this cultural amenity was established to support artists in the
Mullae Artist Village. The idea behind this
initiative is to reutilise the decommissioned

来芸術工団の自律的で独立的な活動の持続性を

industrial complexes in the city centre for
cultural purposes. Seoul City and Yeongdeungpo ward promote the Seoul Art Space
Mullae as a pilot project for a future public
cultural amenity. It has, however been the
source of some polemic: while advocates
feel that it has been beneficial to the Mullae Artist Village, critics consider it inappropriate that public funds be given to private
enterprise. Judging the results of the Mullae
Artist Village thus far, some remain sceptical and question whether the private sector is now in charge of the city’s large-scale
budget and administrative authority. Seoul
city authorities have two other regeneration

とを言っているのだが、どちらにしろ現段階で
はこの 2 つの計画が新しい再開発事業であると
いうのは明らかである。したがって文来芸術工
団で活動する芸術家や研究者たちの共同体であ
る「芸術と都市社会研究所」は「都市再生の代
案的未来 _ 文来芸術工団」という研究報告書を
作成し、文化芸術をツール化しようとしている
ソウル市の新開発計画政策を批判しながら、文
主張している。これは暴力的に進められる都市
開発の問題に、そこに居住する芸術家たちが自
分の存在を芸術行事や地域活動であらわすこと
と同時に、政府の政策に対する批判的介入をす
ることで、この地域の未来を決める権利はこの
地域の当事者にあるのだということを、抵抗と
いう形であらわしているのである。

6. 持続可能な都市再生のための
文来芸術工団の事例
文化芸術を通した都市再生は、全世界的にも新
しい都市再生の常套的な手段となっている。し
かし都市再生のための文化芸術とは、文化的な
プログラムや芸術的な建築物あればよいという
ものではない。むしろ文化芸術が、疲弊化され
た現代人の人生に対し、より豊かな人生の可能
性を描き出し、その地域の多くの人々が自分の
人生の中でより多くの「創造性 / クリエイティ
ビティ」を発揮することで、地域の住民たちが
その土地に住んでいることに対する自負心と愛

schemes in the pipeline for the Mullae District, The Global Unit Development Plan, and
the Great Southwestern Renaissance Development Program, yet at this juncture it remains unclear as to what direction they will
take. Critics maintain this indicates that city
authorities lacks a clear development plan,
and has provoked confusion on the ground.
Others rebuke this argument by insisting
that two distinct redevelopment projects are
now in place. Given these circumstances,
the Arts and Urban Society Research Institute drew up a preliminary report in which
they criticise the cultural policies that the city
government are currently trying to implement. They, moreover, insist on the necessity of safeguarding Mullae’s Art Factory’s
autonomy and sustainability. They tackle
the issue of urban regeneration directly, underlining the need for local artists having
the final say. They oppose the city’s current
centralist policies, because it is, they argue,
for the residents themselves to ultimately be
responsible for any decisions made concerning the area’s future.
6. Mullae Artist Village: A Template For
Sustainable Urban Regeneration
It is now commonplace throughout the
world to utilise the arts and culture as a
means of urban regeneration. This does not,
however, equate with merely having cultural programs or buildings for strictly artistic
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着を持つことが、芸術そのものの持つ意味の真
価ではないだろうか。
またその地域の未来は、その地域の住民である
当事者の意思や発言権が最大限に保障されるべ
きである。芸術家であると同時に、借家人でも
ある文来芸術工団の芸術家たちは、様々な方法
で、この地域の未来のために当事者であること
をあらわしてきた。Project space LAB39 が行っ
た「屋上美術館プロジェクト」の副題を「都市
は私たちのものだ」としていることも、それら
を示唆してのことである。文来芸術工団の未来
は、再開発の計画が予定されているということ
から、通常はソウル市や永登浦区役所をはじめ
とした行政当局に委ねられていると考えられて
いる。しかし、むしろ文来芸術工団の未来は、
この地域に活動する芸術家たちにかかっている。
借家人という同一な身分を共有する芸術家たち
と鉄工所の従業員たちは、現在の状態が長く持
続することを願っている。鉄工所は営業を続け
ながらも芸術家たちともっと長く交流をしたい
と考えているし、芸術家たちは、このはじまっ
たばかりのオルタナティブな人生と芸術に対す
る実験を持続したいと願っている。したがって
文化芸術を通した都市再生を真に求めるのであ
れば、行政当局はより長い目で文来芸術工団の
実験を見守らなければならず、開発によって大
事な実験がなくならないように慎重な行動をす
るしかないであろう。私たちはニューヨークの
SOHO や北京の大山子などの経験により、芸
術家たちの活発な活動の最終捕食者がどんな存
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purposes. Another dimension to the issue
exists: arts and culture are meant to enrich
people’s lives. Yet, they need to be relevant
as well as beneficial to contemporary society. Mullae-dong’s residents, through their
innate creativity, display the pride and attachment they feel for their district, while
reflecting the intrinsic value and power of art
itself. As for the districts future, it is vital that
the residents themselves, as those most directly involved, have their voice and wishes
listened to and acted upon. Employing a variety of means, the resident artists, in their
position as both tenants and artists at the
Mullae Artist Village, have constantly stood
for a better future for the district. A good illustration is The Rooftop Museum Project,
held at Project Space LAB39, which was aptly subtitled The City Is Ours. In the normal
course of events one might suppose that if
Seoul’s city authorities and Yeungdeungpoward are entrusted with administering the
district’s projects, including the Mullae Artist
Village, then they should have the area’s best
interests at heart. They shouldn’t overlook
the fact, however, that its future is closely
linked to the activities of the area’s resident
artists. Both artists and employees of the
iron foundries share a common identity, and
as such do not wish for anybody to interfere
with the current situation. Not alone do the
artists want to deepen their exchanges
with the iron workers, they also want to

在であるかを知っている。文化芸術の価値が商
業的な価値、経済的な価値だけに溯及されない
ようにすることが、貨幤的な利害関係だけが横
行する都市に住む人々の暮らしを真に再生する
ことであり、都市を「人が人として住むに値す
る場所」として認識することのできる「再生」
を成就することができるだろう。
したがって文来芸術工団は単に芸術家たちの活
動場所の集積地であるということを越え、都市
再生プロジェクトの主体としてその概念と方法
論を映しだすリトマス試験紙として、その省察
的側面を投げかける現場だともいえるだろう。

keep this newly launched experimental
project alive. Therefore, if the city authorities
genuinely wish to utilise the arts and culture as a means of urban regeneration, they
must take a long-term perspective on this
experimental initiative, and formulate policy
so as to ensure that all necessary measures
are taken to protect it. With the fate of New
York’s Soho, as well as Beijing’s Dashanzi in
mind, we are well aware of the exploitative
nature of predators. We need to ensure that
the value of arts and culture is not reduced to
merely their commercial and economic benefits; the arts are intrinsically linked with the
quality of people’s lives, while at the same
time playing a determining role in urban regeneration. With their help, we can succeed
in making people realise that cities are meant
for humans.
To conclude, I believe that the Mullae Artist
Village is not solely a meeting-ground for
artists. It has become a litmus test for the
feasibility of innovative regeneration projects. Furthermore, witnessing this experimental idea put in practice, offers us a crucial opportunity to seriously reflect over this
multifaceted subject.
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オープンスペース Bae

とつの船に乗り、現代美術の発展（倍）をはか
るという主旨を反映している。

Open Space Bae

「オープンスペース・ベ」は非営利法人として、
ビジュアルアート中心の現代美術におけるひと
つの進取的な方法であり、加速的に変化し拡張
する美術の概念を反映する能動的な空間である

釜山、韓国 / Busan, South Korea

ことを目指している。インスタレーションなど

ソ・サンホ / Seo Sang-ho

の新しい形の展示方法や、新しい表現を積極的
に受け入れ、作家たちに自由な作品発表と制作

「オ ー プ ン ス ペ ー ス・ベ（Openspace bae）」
は「梨（ bae: 韓国語の発音では梨・船・倍の
発音がすべて同じである）の中の空間で行われ
るオルタナティブスペース」のことを示す。梨
畑の中という、ロケーション的な特徴をもった
空間につくられ、釜山地域（港町）の地域性を
意味する船（bae）を引用し、その発展と増加
を意味する倍（bae）の意味をこめてつけられ
ている。新しい空間（梨畑）で構成員たちがひ

The Korean word ‘bae’ can signify ‘pear’,
‘a ship’ and ‘to double’. Given that this alternative art-space Bae is located in a pear
orchard, and was launched so as to increase
art’s presence in the region, its title succeeds
in encapsulating the meaning of these three
different words. Moreover, it also connotes a
ship given that Busan is a harbour. The pear
orchard symbolises a new environment, in
which the project’s constituent members

の場を提供している。特にレジデンスプログラ
ムでは、劣悪な作品制作環境では枯渇しやすい
作家の想像力と挑発的な創作活動をスタジオス
ペースの提供というかたちで支援し、美術界を
新しく、自由にえがいていく一助となるような
試みをおこなっている。様々な支援プログラム
により、力量のある新進作家や若い作家の発掘
に寄与し、実験的でオルタナティブな企画展を

の機会の少ない若くて可能性のある作家たち
を発掘することに大きな役割を果たしている。

as create a new network.

力を充分に発揮することができるような状況づ
くりをサポートしている。
郊外に位置する自然に溢れた空間的特徴は、
閉じた展示空間と制度的なフレームを脱し、
自由で熱情的な芸術を追求する人々のために
存在する空間となっている。同時に、全国か
ら集まった作家たち、キュレーター、評論家
たちとの交流の場となり、具体的な情報の蓄
積と実質的なネットワークで、韓国美術の活
性化と共に、新しいネットワークを形成する
ことを目的としている。
展示プログラムは、地域美術の活性化と、発表

Bae でデビューした作家たちの多くが、釜山や、
韓国国内、あるいは世界各地で彼らならではの
活動を活発に行っているが、そのようなことが
逆に ‘Bae’ のやりがいと運営の力となる。
‘Bae’ の独特な環境（自然の中にあるスタジオ）
をベースとし、2006 年から始まったレジデン
スプログラム「Open to You」は、2009 年か
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well as exhibit their works, and its policy is
to positively embrace innovative forms of
expression such as installation pieces. In the
current arid creative environment, this studio
space represents an oasis, by embodying an
endeavouring spirit, and supporting provocative artists who challenge their imaginative
powers in order to create a new art-world.
Another objective of the space is to assist
artists towards a more creative approach to
painting. Thanks to various assistance programs in place, Open Space Bae has contributed to discovering and launching the
careers of young and talented artists. Moreover it has been successful in both attracting
and presenting experimental projects.
In stark contrast to institutionalised or enclosed exhibition spaces, Open-space Bae,
thanks in part to its location on the city’s outskirts and surrounded by nature, has evolved
into a gathering-place for those in pursuit of
passion in art. It also functions as a meeting
ground for artists, curators and art critics
from all over Korea to exchange views, gather information, amass knowledge and build
a substantial system whose ultimate aim is
to reinvigorate the Korean art world as well

誘致し、発表してきている。原則としては非営
利の企画中心のスペースとして、作家がその能

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム Open to You のワークショップ (2009)/ Picture from internal Workshop at Openspace Bae in
the of 2009 international artist-in-residence program 'Open to You'

board a ‘ship’ on which they plot out a new
course for Korean contemporary art.
Founded as non-profit organisation, the
Open-space Bae aims at creating a pro-active and enterprising environment, focused
on contemporary visual arts, and one which
reflects the rapidly changing concepts as to
what constitutes modern art. It offers artists
a freer environment in which to produce as

The events program demonstrates the vital
function Bae plays in discovering new talent, particularly those young artists with few
opportunities to come in contact with the
public. Moreover it plays a significant role in
reinvigorating the regional art-scene. Most
artists who made their debut at Bae ben39
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アーティスト・イン・レジデンス・プログラムのオープンスタジオ (2009)
Open studio of 2009 international artist-in-residence program.

Bae のスタジオに行く ( 梨畑 )
On the way to Bae's studios.(pear orchard)

アーティスト育成プログラム (2009) Bae のアーカイブ室

らは国際レジデンスプログラムとしてその領域

efited from the experience and challenge it
offered before continuing to exhibit in Busan,
in Korea or throughout the world. Their very
success makes Bae’s work rewarding and encourages it to keep the space operational. Its
unique location given has been an added attraction for its residency programs. Initiated
in 2006, the Open to You program has attracted much interest. As of 2009, its scope has

運営資金としては、毎年行われる公募を通じて

を拡張して展開している。各国から来る作家の
作品を地域に紹介し、釜山の存在を外国に知ら
せ、相互間の文化交流とそれに対する相乗効果
を様々な形で具現化している。そして台湾、中国、
マカオ、日本等と国際交流プログラム「Artists
Exchanging Program」を 2010 年 か ら 施 行 す
ることになり、より積極的な国際交流を行って
いる。
教育プログラム「美術で遊ぼう」では、公教育
で見落とされた芸術に対する親しみを子供に感
じてもらい、未来の芸術を楽しむことができる
土台をつくることだけでなく、自然の中で遊び
と美術が共にできるということを彼らに知らせ
ている。
2009 年に初めておこなわれたインキュベイティ
ン グ プ ロ グ ラ ム（Artist incubating program）
では、大学を卒業したばかりの作家に、実社会
でアーティストとして独り立ちしていくための
実質的な支援をおこなった。2007 年から始まっ
たパブリックアートプロジェクト「アンチァン
ゴ -- 山腹道路 1 番地の都市には小道がある」で
は、アートプログラムによって長い間地理的・
文化的に疎外されていた地域でのコミュニティ
形成の基盤をつくり、マスコミと市民にとって
その概念を一般化することに大きく貢献した。
また、地域と地域や、国際的な都市と都市を連
結・流通させる「Local to Local」というプロ
グラムも行っている。
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been extended so as to offer an international
residency program. Benefits from cultural
exchanges are reciprocal: Busan will become
known throughout the world, while foreign
artists will have an occasion to exhibit their
works in the Busan region. As of 2010, the Artists Exchanging Program will support Korean
artists travelling to Taiwan, China, Macao, Japan and elsewhere, and thus positively contribute to international cultural exchanges.
Educational programs, such as Let’s play
with Art form part of a strategy to enthuse
children about art in an educational environment where art is often neglected. It thus not
only sets out the groundwork for them to
enjoy art in the future, but also makes them
realise that art and fun can be combined in a
natural environment.
The Artist Incubating Program initiated in
2009, offers young fledgling artists, who have
just graduated from university, substantial
assistance so that they can become independent artists in the real world. A public art

'2009 Artist incubating program' ( Bae's archive room)

韓国文化芸術委員会、釜山文化財団などの公的
資金を確保し、プログラムを運営している。し
かし公募の競争が非常に激しいことから、毎年
の計画が流動的にならざるをえない。すなわち、
プログラムを計画していても基金の恩恵が受け
られないケースが多くなり、プログラムが持ち
越されることや中止される場合もあるのが現実
である。しかし志を共にしている地域作家たち
の自発的な支援や、個人的な私費でその不足を
充当し、プログラムをなんとか継続することも
しばしばある。
基金をもとに運営される非営利団体の特性上、
その未来について述べることは非常に難しい。
それに政権が変わったことによって、文化を支
援する政策のほとんどが統廃合および縮小され
たことから、現実的な活動基盤が以前より厳し
くなっているのが実情である。文化芸術がこの
ような経済的問題から自由になることはないの
かもしれないが、しかしそれがすべてではない
ことは私たちも知っている。オープンスペース・
ベも、現実的な与条件がいくら厳しいとしても、
交流・文化活動を通じてそのようなことを解決
することができるということを信じて、それら
を実践していきたいと考えている。

project called Anchango, a remote city located reached by a mountain path contributed
immensely to popularising the idea, among
the mass media and the general population
alike, of the importance of re-establishing a
sense of community spirit in those regional
communities that have been both culturally
and geographically alienated over a lengthy
period. Another project that Bae has initiated is Local to Local, an assistance program
which links the different regions in Korea, as
well as creating exchanges between cities on
an international level.
Bae administers the programs from funds secured on annual basis from the Arts Council
Korea as well as the Busan Culture Foundation. Given, however, that accessing public
funding is extremely competitive, it is left with
little choice but to adopt a fluid policy towards
its projects on an annual basis. The reality is
that while some programs have been planned,
lack of sufficient funding has either led to the
programs been cancelled or postponed. That
said, the resolve and voluntary support of local
artists combined with the generosity of private
donors who help make up the funding shortages, has meant that there have been many
instances where Bae has somehow managed
to fund the programs.
Given that non-profit organisations are entirely dependent on subsidies and outside
funding, the future for Bae is bleak. Whenever a change of political administration occurs, assistance and funding to the arts is
either streamlined or reduced. In effect this
means that Bae scope of activities is seriously threatened. While there may be no possibility of limiting the economic constraints
imposed on culture and the arts, we are convinced that the crux of the matter is not only
about funding and money. Despite the difficult prevailing economic conditions, we, at
Bae, firmly believe that through cultural activity and exchanges we can overcome these
problems, and would like to continue putting
our beliefs into practice.
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スペース・バンディ

Space Bandee
釜山、韓国 / Busan , South Korea
キム・ソンヨン / Kim Seoun-Youn

「スペースバンディ（Bandee: バンディはホタ
ルを意味する）」は、1999 年、釜山広安里に
ある海辺の建物で、
「オルタナティブスペース島」
という名前で、李東碩（イドンソク :1964-2004
前釜山市立美術館キュレーター）、キムソンヨ
ン（作家、現スペースバンディのディレクター）、
イヨンジュン（現金海文化の殿堂、展示教育チー
ム長）など、当時 30 代だった若い美術家たち
が意気投合してスペースをつくったのがその出
発点にあたる。この地域における美術の現状を
何もしないまま嘆いているより、小さな事でも
試みることに意味があるのではないか、という
素朴な志で始めたことだった。
商業画廊以外には何もなかった当時の状況の中、
釜山での初の試みとして現在のように非営利を
謳い、若い地域作家たちを支援しながら意味の
ある展示を企画することによって、この地に「オ
ルタナティブスペース」という新しい概念を形
成した。しかし 2001 年には空間の確保と運営
の困難に苦しみ、しばらく活動を中止した。そ
の後、2002 年に、キムソンヨン（現ディレク
ター）により、現在の「スペースバンディ」と
いう名前で、彼自身のスタジオを改造した小さ
な空間で活動を再開するようになった。2007
年 1 月、広安里海水浴場付近の閉鎖された銭湯
の建物を賃貸し、移転したころから新しい時期
を迎える。地域の作家たちと一緒に、既存の空
間がもつ特性をいかした展示スペースとして改
修し、以前の空間では難しかった様々なことが

The Space Bandee has its roots in an arts
initiative founded in 1999 originally called
Alternative Space Island, located in Busan’s
Gwanganri district. Incidentally, in Korean,
bandee means firefly. The original founding
members were: Lee Dong-Suk(1964-2004,
ex-curator of Busan’s Municipal Museum);
Kim Seoun-Youn, current director of the
Space Bandee, along with Lee Young-Jun,
current leader of the exhibition team at
Gimhae Arts and Sports Center. Their starting point was to create a space where kindred spirits could meet. Rather than simply
believing that Busan had nothing to offer in
terms of art, they decided it would be worthwhile creating something, no matter how
insignificant it might seem.
At that time Busan had neither alternative
art spaces nor non-profit arts organisations.
By assisting young regional artists organise
meaningful exhibitions, they pioneered the
creation of this alternative art space. In 2001,
however, as a result of administrative difficulties, they temporarily closed the facility. It
reopened in 2002, under its current director,
Kim Seoun-Youn and was thereafter known
as Space Bandee. In January 2007, they
leased a disused public-path close to Gwanganri beach. After moving in, they expanded
their scope of activities. They remodelled the
bath-house as an exhibition space, availing
of its innate character.

できるようになった。
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る釜山国際ビデオフェスティバルの歴史は長く
はないが、映像美術（video art）に対する関心
を拡大するための努力と、新進作家たちの制作
意欲を喚起させるための場として機能してきた
といえる。
教 育プログラム
2005 年から始まった教育プログラムは、美術
関係者、一般の人々、学生等を対象に、美術教
育の活性化を目指して行われている。作家たち
の関心に比べて、教育環境の整っていないメディ
アアート関連の講座を、2005 年から 2006 年
にかけて行った。ビデオアートの全般的な理解
と、撮影・編集の実践など、はじめは作品制作ワー

Exhibition space

クショップとして始まったものだった。2007
展示
展示の準備期間が長く必要となるインスタレー
ション作品の展示が多いことから、数多くの展
覧会を開催することは難しかったが、オルタナ
ティブスペース島での展示も含めると、今まで
約 120 回を超える展覧会を開催してきたことに
なる。公募によって選ばれた新進作家の展示や、
将来有望な作家の展示等、展示を通して多くの
作家を発掘、支援し、同時代の感性を表現した
多様な形態の企画展を展開してきた。特に他ジャ
ンルと協働した展示や、一般の人たちが参加で
きる展示など、既存の展示方法から脱しようと
する試みと、光・映像・音などの多様で新しい
媒体（メディアアート）とをあわせて、商業性
とは無関係な実験的な展示が主流となった。
釜 山 国 際ビデオフェスティバル
地域美術の中では情報が乏しいメディアアート
に対する関心と認識を喚起させ、同時代の映像
美術（video art）の流れを把握し、海外の若い
ビデオ作家たちの傾向と国内作家たちの優秀な
作品を選定して紹介するフェスティバルである。
2004 年から始まった釜山ビデオフェスティバ
ルは、2007 年から国際展として拡大し、国内
外の専門家たちによる推薦で、より多くの作品
が紹介されるようになった。今年で 7 回目にな
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Exhibitions:
While the lengthy period required to prepare installations often poses organisational
problems, the Alternative Space Bandee
has nonetheless produced more than 120
such events. Hosting exhibitions by fledgling artists, chosen for their innovative spirit,
provides them an opportunity to be discovered and to launch their careers. We have
witnessed the expression of contemporary
sensibility in all its facets, and strive to embrace new forms. In particular we are focussing on multi-media exhibitions, along with
those involving public participation and new
media art with its innovative combination of
light, video, and sound thrives. Independent
experimental exhibitions have now become
the main stream.
Busan International Video Festival:
BIVF was established to stimulate interest
in media art in a region where this modern
art-form remained unknown. The festival’s
program attempts to comprehensively grasp
contemporary video art, as well as present
current overseas trends, and to highlight
outstanding works by Korean video-artists.
Beginning in 2004, by 2007 the festival has
expanded so as to accept overseas entries.

年に銭湯の建物に移転した後は、さらに本格的
な講義が可能となり、作家・キュレーター教育
プログラム、美術理論教育プログラムや、映画、
建築、哲学など、多様な学問を紹介する講義が
行われるようになった。
地 域作 家の広 報プログラムとアーカイブ
このプログラムは、釜山近隣の作家たちのなか
で、世界の美術と充分に共鳴することができる
若くて優秀な作家たちを選定し、世界に発信さ
せることを意図してはじまった。作家のカタロ
グを制作し、それを国内外の美術館や画廊など
に配布していくことで、多くの作家たちが国内
外の様々な展示やプロジェクトに招待されるよ
うになった。またここにアーカイブされている
各作家の資料を通して、キュレーターやディレ
クターなどの国内外の美術関係者に対して継続
的に広報していくことで、地域の作家たちの活
動範囲を拡張していくことに寄与している。
メディア発 刊 , セミナー, ワークショップ
最 近 は、地 域 美 術 の 批 評 等 を 掲 載 し た 雑 誌
「B-ART」も、月刊で発行している。このほか
にも作家とのワークショップ、セミナー、観客
あるいは地域の人々と共に展開するプログラム
などがある。

Now only in its 7th year, the Busan International Video Festival nonetheless has made
headway in expanding awareness about
video art while functioning as a breeding
ground for innovators.
Educational Programs:
Initiated in 2005, our educational programs
aim to stimulate interest in the arts, and to
attract the general public as well as students.
Lectures on video art comprehensively cover
the subject: everything from filming to the
editing process along with workshops on
how to create videos. Following relocation
to our new premises in 2007, we could offer
a proper course of lectures covering a broad
spectrum including educational programs
for video artists, and curators, aesthetic theory, film, architecture, philosophy and other
related subjects.
Public Relations Program and Archives
for Local Artists:
This program was initiated to nurture innovative regional artists so that they eventually
make an impact on the world stage. This involves them creating their own catalogues,
which in turn brings them to attention of
Korean and overseas curators. This has led
to many of them being invited to participate
in exhibitions. Furthermore, the continual
updating of documentation of well-known
artists in the archives keeps curators well informed, and thus contributes in helping local
artists further their careers.
Media Publications, Seminars, Workshops:
Recently, the locally published arts review,
B-ART has become a monthly publication.
Workshops and seminars are also available
for visitors and members of the local community.
The Arts Council Korea provides public subventions for projects undertaken on an annual basis. The Busan Arts Foundation ac45

Space Bandee

スペースバンディは、多様な展示空間の不在、
教育プログラム不在、批評的論議の不在、媒体
の不在、企画や評論などの専門的な人材の不足、
他の地域とのネットワークの不在、地域の作家
たちのための美術市場の不在など、数多い劣悪
な地域の文化構造の中で、それらを乗り越える
ために多角的な試みを展開していくことで、小
さいながらも意味のあることを実践しようとし

cles on the way. We have played an essential
function in expanding the contemporary art
scene, helping it find a new breeding ground
far from Seoul. We offer an alternative: no
longer does an artist need to go Seoul to
get a foothold in the artistic world. Inspiring
young artists to view their career from fresh
perspectives, we prepare them for working
in an inter-disciplinary world.

てきた。様々な事業を通して、同時代のアート
シーンを支援し、拡大させる役割を果たす努力
をしてきた。このような活動により、韓国では
作家活動はソウルでないとやっていけないもの
だという認識にも大きな変化が生まれ、若い作
家たちの新しい視線を刺激し、多様なジャンル
に対する可能性を示していくことで、同地域の
美術における環境を豊かにすることに少なから
ず寄与している。
最初からそうだったように、現在も将来に対す
る巨大な計画や欲があるわけではない。欲望が
大きいと初期の純粋だった情熱が歪曲、変質さ
Project Space 'Tang', 2nd floor

経済的には、韓国の国家基金である韓国文化芸
術委員会の公募による審査を経て、年間での事
業全体の助成を受けている。また釜山文化財団
の文芸振興基金により、事業単位（フェスティ
バル、雑誌出版等）での支援金を受けている。
ただし、国家や市の支援金はバンディの行う多
様な事業に対する支援となるので、残りの家賃
や事務経費などのランニングコストはディレク
ターの自費で運営されているというのが実情で
ある。また、公共基金は安定的に支援を受ける
ことを期待するのは難しく、支援金も一定して
いないことから、常に財政的には不安定な状態
である。このような状況であるため、基金を集
めることを主旨とした展示をおこなったことも
ある。また地域作家たちによる自発的な小規模
な寄付金のシステムもつくられたりもしている
が、とにかく多角的な方法で運営の問題を考え
ている。経済については、いつも問題化される
重要な課題である。
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れ、また他の否定的な権力や制度にのみこまれ
cords us financial assistance on a project by
project basis, thus enabling us to budget for
the Video Festival, and publication projects.
Nonetheless, given that state and local subventions are only meant to cover Bandee’s
project costs, we still need to raise funding
for the lease and day-to-day running costs.
Actually, the director underwrites these expenses. We constantly tackle financial insecurity as it is difficult to rely on public funding.
This naturally impacts on our programming.
Local artists voluntarily contribute small donations towards running costs.
The Space Bandee was established to combat the region’s dearth of exhibition spaces,
along with its lack of robust debate on the
arts, new media facilities, specialists in the
field and proper regional networks. We
launched this small multi-faceted yet meaningful enterprise, overcoming many obsta-

We never had any grandiose ambitions. If
one is initially too ambitious, one probably
corrupts one’s ideals, and risk becoming entangled in power struggles. We endeavour to
keep our heads above water. This involves
us educating our planners, and striving to
expand the Busan art scene. Henceforth, we
will incorporate architecture and the humanities into our programs because the arts must
directly relate to all aspect of city-life. Leaving aside our inevitable financial difficulties,
we nonetheless would like to continue being
a creative force, drawing strength from our
past experiences and efforts.

てしまう恐れがあるからだ。先に挙げた現在行っ
ている基本的な活動を継続しておこなっていく
ということだけでも、かなり意味のあることだ
と思っている。ただ展覧会の開催以外に、企画
者の養成と釜山のアートシーン拡大のための努
力、海外とのネットワークの強化を指針として
いくこと、また今後はさらに建築や人文学のよ
うな他の分野ともさらに積極的に協働し、都市
全体を視野に入れた芸術文化活動に触れていく
ことも必要だと考えている。財政問題を解決す
ることは変わりのない課題であるが、財政が不
足だったにもかかわらず、様々な試みと努力を
してきた過去の経験を生かし、持続的なクリエ
イティビティの誘発の場としての可能性を模索
していきたい。
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Bamboo Curtain Studio

竹圍工作室

にのしかかり、地域に根ざした真の環境をつく

Bamboo Curtain Studio

史的背景に背くことなく、現代社会の文脈に

る試みがプランナーによってなされている。歴
も積極的に関与し、作家を集めて生活と創作

街はずれのアートファクトリー

を両立させるような環境を目指して。Bamboo

an Art Factory at the Edge of the City

Curtain Studio（以下 BCS）は、こうした都市

台北、台湾 / Taipei , Taiwan

開発に関連した草の根アート運動の先駆けであ

マーガレット・シュー / Margaret Shiu

り、行政と民間企業とを仲介する第 3 セクター
としての役割を果たしている。BCS は産学官

創 造 空 間をめぐる国 際競 争
創造都市には創造空間が必要だ。創造空間は独
自の文化空間であり、その都市を本物かつ唯一
のものとしてブランド化する。国際的な都市で
は、創造都市を指標とし、それにかなうような
場所づくりが強く求められている。創造都市と
しての生きた証のひとつである場所を「本物」
たらしめるものは何か、この点についてはさか
んに分析がなされている。地域競争力をめぐり、
何かプランニングしなければという重圧が市政

Global competition for creative spaces
Creative cities need creative spaces: special
types of culture spaces that brand a city authentic and unique. Pressure is on in global
cities for a place in the creative city index.
There is much analysis on what makes a
place “authentic”, one of the vital signs of a
creative city. With much planning pressure
on cities for regional competitiveness, planners are seeking to create genuine environment that is true to its historical reference

マイケル・リンの作品 / First full scale floral pattern work of Michael Lin

連携に着手し、創造的なネットワーク拠点とし
ての発展に尽力したいと考えている。
アーティストには社 会的 役 割がある
アーティストは社会において極めて重要な役
割を果たすと確信している。アーティストは、
社会環境、環境保護、および経済環境などを
含む地域事情に向きあって係わりあえる存在だ。
文化交流も同じく重要で、異文化間の相互理解、
相互容認につながる。アートが市民社会を育
むすばらしいツールであることは実証されて
いる。よって、BCS は自らを問い直し、異文

and yet active in its contemporary social
context, so as to attract creative people to
cluster there to live and work creatively. The
Bamboo Curtain Studio (BCS) is such a grass
root arts initiatives related to this development, and act as the third sector in mediating
between the public and private sector. BCS
wishes to initiate tri-sector collaboration in
helping creative hubs to evolve.
Artists have a role in society
We believe that artists have a vital role in society. They can engage with local situations
for sustainable social, ecological, culture and
economic environments. Similarly, culture
exchange can lead to mutual understanding,
acceptance and tolerance. Art is proven to be
a great tool for nurturing civic society. Thus
the Bamboo Curtain Studio has redefined itself to also promote cross-cultural exchanges by providing a meeting point for visitors
from national and international arts-related
fields, for short stays or specific projects.

化間の交流も促進すべく、国内外のアート関
連分野から多くの訪問者を迎え、短期滞在や
具体的なプロジェクト実現のための交流の場
を提供している。
今日に至るまでの経 緯
我々のスタジオは、民間レベルでは台湾初のアー
ティストインレジデンス運営団体である。淡水
川岸のサイクリングコース沿いにあり、台北市
街へ 25 分の通勤圏にある地下鉄駅まで歩いて
行ける距離だ。元養鶏場を改装し、アーティス
トインレジデンスのスペースは 3 つ、その他展
示スペース、多機能パフォーマンススペース、
屋外パフォーマンスステージ、研究交流セン
ター、共同キッチンを備え、また屋外広場や公
園もある。台北における現代美術の制作環境の
不足を解消するため、1995 年にこのスタジオ
を設立した。BCS の使命は、アイデアを発展
させる段階から実制作に至るまで、文化的創作
活動に従事する人々にプロジェクト実現に要す
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How did we come to be what we are today?
Our studio is the first private artists in residency program in Taiwan. We are situated
along the bicycle path of the Tamsui riverbank. It is within walking distance to the
subway stop for the 25 minute commute to
downtown Taipei. Our studio is a reused
chicken farm complex with three artist-inresidency spaces, exhibition spaces, a multifunction performance space, an outdoor
performance stage, a research and exchange
center, a community kitchen, plus an outdoor
plaza and gardens.
The Studio was established in 1995 to meet
the shortage of working environment in
contemporary art in Taipei. The mission of
Bamboo Curtain Studio is to provide culture
workers with time and space for creative
projects, from incubation to production, plus
access to local and global networks. Thus we
set up spaces for:
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る時間と空間を提供すると共に、ローカルおよ
びグローバルネットワークへのアクセスも提供
する。そのため、以下に記載するスペースや活
動を設けている。
1. 立体作品やミクストメディアアーティスト
の作業空間および設備。
2. 公的介入を伴うサイトスペシフィックなアー
トプロジェクトへの支援。
3. あらゆる創造分野の実験や共同制作のため
のスペース。
4. アート関連プロジェクトに関する相談、調
査および実施サービスを提供するリソースセン
ター。
クリエイティブであれ、そのためには常に
「 周 縁 」で神 経を研ぎすませ
我々は、台湾で農場をアーティストの「ファク
トリー」として再利用した最初のケースである。
都市の再生、空間の再利用、創造空間、あるい
は創造産業などと叫ばれるずっと前のことだ。
すべては、作業スペースを求めて海外から戻っ
た 3 人の陶芸作家によって始まった。少数派の
創造集団として生き残るにはどうしたらいいか
を学ぶ必要があった。我々は徹底的に調査し、
その知識を使って地元で行動に移した。続いて、
社会にアートが介入するための対話と活動のネッ
トワークをつくり出した。
過去 15 年間街外れにあり、今もなお物質面で
は辺境にあるので、高付加価値なものを絶えず
生産しなくてはいけないといったストレスはな
い。我々を訪ねてくる若きアーティストのほと
んどが未だアートマーケットに参入していない
ように、我々もまた社会からはずれた存在だ。
地下鉄路線のはずれにあり、騒音に文句を言う
周辺住民もいない。川の水際にあり、アーティ
ストはエコロジーの知識を経験から直接得るこ
とができる。また、我々は民間組織であって、
法と秩序の目が行き届くぎりぎりのところにあ
り、公的な場では可能でないようなことも可能
になる。このように、中心から離れていること
には利点がある。「周縁」では、いろいろな意
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1. Working space and equipment for 3-dimensional works and mixed media artists.
2. Project support for site-specific arts in public intervention.
3. Space for experimentation and collaboration of all creative disciplines.
4. Resources center for consultation, research and implementation services for artsrelated projects.
To be creative one has to be always at the
edge, and on edge
We are the first case of a farm in Taiwan to be
reused as a ‘factory’ for artists, way before
the words: regeneration, reuse of space, creative urban spaces, or creative industry, etc.
were in vogue. All this was started by three
ceramic artists returning overseas in search
of working spaces. We need to learn how to
survive as a creative enclave, so we did a lot
of research, then using that knowledge we
put it into action locally. Subsequently create a network of dialogue and action for art
intervention.
We have been at the edge of city for the last
15 years, and we still are physically at the
edge still, that way we do not have the stress
of constantly producing high value-added
presentations. We are also at edge of society,
as most of the young artists that come to us
have not yet fully entering the market system as yet, we are at the edge of the subway
track where there are no residents to complain about noises, edge of river where our
artists can have firsthand knowledge of our
ecology, also at the edge of the law & order,
as we are a private organization, we can do
things that may not be that possible in a public venue! Thus one sees the benefit of being
away from the center; at the edge, one can
push the frontier further in many ways.
High vision but low budget
The BCS and BCI (Bamboo Culture International, the projects unit), both organizations

味でその「境界」をさらに押し広げる可能性が
あるからだ。
構 想は高く、でも予算は少なく
BCS およびプロジェクトユニットである BCI
（Bamboo Culture International）は有限会社に
なっている。台湾で非営利団体の資格を得るこ
とはかなり難しい。そのため、公益団体として
の活動がほとんど非営利なものになってしまう。
いまだ経済的に自立するためにもがいている（10
年間相も変わらず赤字なのだ）。スペースをアー
ティストに貸す賃貸収入でなんとかまかないな
がら、多くは官民のスポンサーとの協力関係で
プロジェクトを行い、自分達の目指すゴールと
協力先の狙いを実現している。公共団体には研
究プロジェクトを提案し、教育分野やコミュニ
ティをパートナーとし、分野横断的な共同作業
をおこなうと共に、我々の研究を具体的な活動
として実現化している。これら研究・活動プロ
ジェクトに携わることにより、作家が収入を得
られるようにすることと同時に我々の目標を達
成することを目指している。
アイデアを発 展させるために必 要な
時 間と空 間の提 供
しかし何と言っても、我々の主な使命は才能あ
る作家の創作ニーズに応えることである。どの
ように応えるかは様々だ。以下にいくつかの例
をあげる。
アーティストスタジオ : ビジュアルアート、パ
フォーミングアートを問わず、地元のアーティ
ストが長期、あるいは短期間利用できるスペー
ス。陶芸については、現在 6 人、大ガス窯、各
種電気窯と施設内の彫塑工房を利用し、パブリッ
クアートのコミッションや実用品デザインの受
注を受け、長期間制作活動を続けている。また、
パフォーマンスグループ Sunson Theatre（身
聲劇場）の常設公演にも場所を提供している。
Sunson Theatre は様々なメディア横断的なイ
ベントを企画運営している。例えば、小人数の
ワークショップ形式の音楽教育に分類される舞

are limited companies. But most public entities know that what we do is really not for
profit, as it is quite difficult to get nonprofit
status in Taiwan. We are still struggling to be
self sustaining, (after 10 years of steady loss)
We survive by rental income from artists, and
do projects by collaborating with many, both
public and private partnerships and sponsors, to achieve our goals, and their aims.
We propose research projects to public entities; add in the cross discipline collaboration
with education or community partners to implement our research into concrete actions.
With these research and action projects, we
strive to find income for our culture workers,
and achieve our goal at the same time!
Time and space for incubation
However, our key mission is still to serve the
creative needs of our creative talents. These
are some of the different ways to meet their
needs:
Artist Studios are available for long and short
term use by local artists, both visual and performing arts are included. We have six long
term ceramic artists on site working on various public art commissions and private functional art and design orders, using our big
gas kiln and various electric kilns, plus our
sculpture studio in house. We also house a
permanent performance group, the Sunson
Theatre that runs very cross media events,
such as dance and drum classed to onsite
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に必要な時間と空間を提供している。その他の
プロジェクトは BCS 内のイベントやコミュニ
ティー活動である。アート分野のみならず、環
境分野のキュレーターとも協働している。例
え ば、フ ラ ン ス の Catherine Grout、日 本 の
Shohei Yamaguchi、環 境 保 護 の Tim Collins
と Reiko Goto（米 国 お よ び 日 本）、カ ナ ダ の
Roger Gaudreau、英 国 の David Haley な ど で
ある。アジアンネットワークのビジュアルアー
トキュレーター/ アーティストとしては、例え

artists meeting for starting up of culture hub

踊とドラムのクラスがあるかと思えば、分野あ
るいは国を超えて集まった多くのパフォーマー
と共に既存の概念を変えるようなパフォーマン
スを披露している。Sunson Theatre は、リハー
サルスペースに加え、旧農家のパフォーマンス
スペースと、元大規模養鶏場を活用した大きな
パフォーマンス会場とを滞在アーティストと共
有して活動している。
展 覧 会とパフォーマンス公 演 : アーティストに
金銭的負担をかけることがほぼないため、通常
できないような実験も可能となる。ただし、火
でその建物を全焼させるようなことだけは勘弁
してもらっているが。我々の展覧会やパフォー
マンス公演のうち賞にノミネートされたものも
いくつかあり、殊に毎年トップテンに入るアー
トイベントの Tai Shin Bank（台新銀行）賞を
勝ち取ったアーティストが出たことは嬉しいか
ぎりだ。今年度は記録を塗り替えて 2 つノミネー
トされており、最終発表を心待ちにしていると
ころである。
国 際 的なアーティストインレジデンス : 国際的
なアーティストインレジデンスを運営するた
め、Asian Cultural Council や、そ の 他 英 国、
フランス、カナダを含む諸外国の国際 NGO 組
織と連携し、来訪アーティストを受け入れる
プログラムを実施している。また、今年度の
台北ビエンナーレキュレーターである Tirdad
Zolghadr と Hongjohn Lin（林 宏 璋）を 含 め、
国際的に活躍しているキュレーターと連携し
てアーティストを選び、現地状況に応じた活動
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ばマレーシアの Low Yi-chin やインドネシアの
small class music education, alternative performances that shares with many performers from many disciplines and countries.
Besides their own rehearsal space, Sunson
theatre shares with visiting artists, the small
showcase in the old farm house and big performance in the former big chicken farm.
Exhibitions and Performances where artists
are mainly free, they are permitted to try the
impossible, to be experimental. They can do
anything, except burn the space down. We
are proud to say that we have exhibitions
and performances nominated and one artist won, to the annual top ten art events by
the Tai Shin Bank award. This year we broke
record of having two nominated, and impatiently waiting the final announcement.
International Residency programs let us work
with many international NGOs such as Asian
Cultural Council, English, French, Canadian
and other countries’ culture entities for their
visiting arts programs . We are working with
international curators, such the current Taipei Bienalle curators Tirdad Zolghadr and Lin
Hong-John, with their choice of artists that
need time and space to work in local contexts. Other projects are from our in-house
events and community actions. We have
worked with art and environmental curator
such as Catherine Grout (France), Shohei
Yamaguchi (Japan) environmentalists Tim
Collins and Reiko Goto (USA, Japan), Roger
Gaudreau (Canada), David Haley (United

Nindityo Adipurnomo 等がいる。社会意識向上
などその他の分野からは、Lee Chang-jin（米国・
韓国）、デジタルメディアアーティスト Olivier
BlueScreen（フランス）、ビデオアーティスト
Paul Clay（USA）、版画作家 Ruud Matthas（オ
ランダ）等がいる。
地 域コミュニティおよびエコロジーへの連 結 :
アーティストはスタジオにこもって制作するだ
けでなく、地域コミュニティに影響を与えるチャ
ンスがある。これまで 4 つのコミュニティプロ
ジェクトを実施してきたが、我々の使命を実行
する上で効果的だったと感じている。
- 教育プログラム : 持続的地域開発に対する基
盤づくりをサポートする。様々な方法で地域の
学校と連携している。アーティストインレジデ
ンスを学校に導入したり、毎年恒例の活動とし
て、エコ意識を高めるためのパレードに際し、
コミュニティでのアートワーク制作を支援して
いる。なかでも最もやりがいがあるのが、子供
や高校生とワークショップで実験をおこなって
環境意識を高める活動だ。
- コミュニティ交流 : 河口にある淡水の街は、
かつて古い港として国際的な流通ルートであっ
たが、こういったことを地域住民に理解しても
らうため、すでに失われてしまった話を復活さ
せるプロジェクトを行った。インドネシアのジョ
グジャカルタにある Cementi Art House の設立
者でアーティストの Nindityo Adipurnomo 等を
招いた。彼は外国人としての視点から地域コミュ
ニティの歴史や価値に対する意識を探求し、使

Kingdom). Visual curator/artists from our
networks in Asia, Low Yi-chin (Malaysia),
Nindityo Adipurnomo (Indonesia), N.S. Harsha (India). Other disciplines such as social
awareness, Lee Chang-jin (USA, Korea), digital media, Olivier BlueScreen (France), video
artist Paul Clay (USA), print artist Ruud Matthas (Netherland), etc.
Connecting to local community and ecology
by letting our artists play a role and not just
be cloistered into their own studios. There
are four types of community projects that
we have done which we feel as effective and
valid to our mission.
-Education programs to help set a foundation for sustained local development. Thus
we work with the local schools on various
ways, from artist in residencies into schools,
to our annual action supporting community
in self made artworks for community eco
awareness parade. It has been most rewarding working with children and high school
students, to do experiments using art practices to bring in environmental awareness.
-Community interactions to bring awareness
to the local residents of the past international connections of the old port, Tamsui, at the
mouth of the river, and reinstate the dialogue
that was lost. We invited artists such as Nindityo Adipurnomo, founder of Cementi Art
House, in Yogyakarta Indonesia. He used a
foreigner’s eyes to seek the local community’s sense of history and values, and installed
them as memories in an unused building.
-Environmental art projects are our forte, being at the edge of a massive development of
a bedroom community next to the river. We
have undertaken many environmental actions using art to open the discourse. Recent
projects like the arts intervention to alternative development choices led by Wu Mali,
seeking assistance from Reiko Goto & Tim
Collins from their Pittsburgh’s Nine Mile Run
experiences.
We have also jointly curated with Catherine
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物語った。
- 文化ネットワークの拠点 : 現在の我々の興味
の中心である。過去 15 年間、我々のスタジオ
を往来するアーティストを見てきて、これからも、
アーティストが集まり同じ志向を持つもの同士
が出会えるようサポートしていきたいと考えて
いる。アーティストのネットワーク拠点として
正当に認知されるまで長い道のりだろうが、そ
の役割に伴うステータスを得る必要がある。アー
ティスト間の信頼、そしてアーティストからの
スタジオに対する信頼を得るためだ。プロジェ
クトを行う以上の時間と労力が必要かもしれな
い。通常、皆が同じ視点を共有できるようにな
るまで飲んだり議論したりを繰り返す。異なる
グループを結びつけ、それぞれの関心事を聞き、
対話を促し、共通する価値観を伝えるためだ。
- コミュニティネットワークの拠点 : これもま
た現在意図していることだが、地元のベッドタ
ウンを地球にやさしいライフスタイルのアーバ
ンビレッジ（都市内集落）に転化させる方法を
模索するほど骨の折れる仕事はない。現在、創
Digging up the grounds by Lu Pei Lin

われていないビルに記憶としてのインスタレー
ションを制作した。
- 環境アートプロジェクト : 河川に隣接したベッ
ドタウン大規模開発のはずれに位置しているた
め、我々が得意とするプロジェクトだ。これま
で多くの環境活動を企画し、アートによる会話
の扉を開いてきた。最近のプロジェクトとして、
美術の介入による開発の選択肢を提示するプ
ロジェクトがあり、ピッツバーグで Nine Mile
Run プロジェクトの経験を持つ Reiko Goto と
Tim Collins に助力を求めて Wu Mali が行った。
また、竹圍（Chuwei）環境フェスティバルでは、
パリから Catherine Grout を共同キュレーター
として招くとともに、彼女の出版物を中国語に
翻訳し、アートの公共への挿入について全体論
的な理解を深めてきた。その他のプロジェクト
として、カナダの Roger Gaudreau は竹を使い
サイの彫刻作品を作り、それが絶滅危惧種であ
ることや漢方薬であったサイの角の中国伝説を
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造的なソリューションに向けた講演や話し合い
Grout from Paris for the Chuwei Environment
Festival, and translating her publications into
Chinese for more holistic understanding of
art and public intervention. Others such as
Roger Gaudreau from Canada used bamboo

を多角的に計画しており、地域のニーズとスト

to sculpt a Rhino, as outdoor intervention, to
show the endangered species and its myths
in Chinese rhino horn, as medicine.
-Culture Hub is our current focus, as we see
all the artists coming and going through our
portal in the past 15 years, we wish to continue to serve their needs to cluster and meet
like minded types. It is a long process to be
recognized as a valid artist hub, one has to
gain that status as implied in that role. Trust
between artists, trust by the artists to the
Studio. This may require even more time
and effort than the above projects, and usually entails a lot of talking and drinking to get
everyone to share the same views. Connect
the different groups, hear their concerns,

施設不足といった議題に対して新たな創造的ソ

レスを理解しようとしている。また、アーティ
ストにも協力を求めている。話し合いにおいて、
アーティストは常識破りの質問を投げかけるこ
とができる。都市の交通問題や水質汚染、公共
リューションが見いだされるかもしれない。専
門家を迎え入れ、コミュニティ内で異なる意見
の交換を促進するよう努めてきた。長年にわたっ
て、小規模だが横断的なワークショップを行っ
て会話をはじめ、大学からの協力者を求めてき
た。小規模な文化ネットワークの拠点として、
あえて美術という分野を超えて手を伸ばし、地
区および地方公共団体とつながる必要があった

then facilitate the dialogue, and communicate the mutual values
- Community Hub is also current intention,
and is the most difficult as we wish to seek
ways to change the local bedroom community into an urban village with sustainable lifestyle. We are planning various discourse for
creative solutions, we try to understand the
local needs and stresses. We enlist artists because they can ask out of the box questions;
there just may be new creative solutions for
the urban traffic problems, water pollutions
issues and poor public facilities agenda. We
tried to bring in the experts to facilitate the
different voices in the community. We started the conversation by conducting these
past years with small cross over workshops,
seeking collaborators from universities. As
a small culture hub, we had to dare to reach
out beyond the arts, to connect to regional
and local authorities. We still need the attention of the local business sector for true
support, but we must stand up on local’s behalf. All this requires mutual trust, it takes
time between the arts.government.business.
community, mutual support for all sectors’
values, but as artist we have no bottom line,
so we dare to challenge!
Value added of creative projects
We believe in the Value Added by arts, as creative industries have only economic value;
but creativity has higher value, and creative
city has even higher goal. Creative synergy
between differing sectors has multiple values to both parties. Creative city projects
have more than cultural values; there are
social, historical, ecological, political, even
scientific values.

のだ。今後も、真のサポートを求めて地元企業
を大事にしなければならないが、自分たち自身
も地元代表として立ち上がらなければならない
立場であることも忘れてはいけない。すべてに
おいて相互信頼が求められる。美術、行政、企

Art and culture can reach the higher vision
of global peace and harmony with men, with
earth and with the heavens
That may sound like a dream but we know
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言葉でいい表せないことを言い、不可能と思わ
れることをする存在だ。アートも他の産業と似
たところはあるが、小さいことは美しく柔軟で
あり、そのためアートには有機的に発展する可
能性があると信じている。同時に、心の奥底で
は、万人にとっての万物でいられないことも知っ
ている。にもかかわらず、誰も行ったことのな
い場所にあえて行こうとしているのだ。慈善事
業を望んでいるわけではなく、生き残るために、
創造的なビジネスモデルをつくり出し、我々が
存在する理由が正当であることを証明しなけれ
ばならない。その目的を果たすため、誰のため、
何のため、いつ、どこで、どのようにして ? が

helped to initiate an Intra Asia Network for
AIR & Artists’ mobility, with connections to
other NGOs such as Asia Network for the Arts
(based in Singapore), Asian Cultural Council.
BCS is the country rep. for World Culture
Forum Alliance, and the Asia Pacific section
representative for International network of
Culture Diversity. Thus we hope we really
mean by our motto “local action and global
connection” But most important we need to
be linked, face to face in real or virtual space
so that we know our global counter ports in
one face at a time, in real time! Maybe you
will agree too, and join in with us.

現実問題となる。

BCS はアジアでの文 化 交 流拠 点である
創造的ソリューションに対するすべてのニーズ
と係わりあっていきたい。そのためには、国
際的な文化組織からの斬新な視点が不可欠だ。
我々は国際的なアーティストインレジデンスの
ネットワーク Res Artis や米国を本拠地とする
Discussion with Catherine Grout on art and environment at our center

Alliance of Artists Communities のメンバーで

業、コミュニティ、それらすべての価値観に対

that artists can always think the unthinkable,

して相互支持を取りつけるには時間がかかるが、

say the unspeakable, do the impossible.
Though art is like any other industry, but
BCS believes that small is beautiful, flexible,
and thus can evolve organically. However
we know deep inside that we cannot be all
things to all people, but we dare to go where
no one has gone before. We do not want
charity; we need to find a creative business
model to survive and must justify our reason
to be!
We serve, but who; what; when; where; how?
That is the real issue.

我々はアーティストであって収支だけを問題に
することがないので、挑戦する勇気あるのみだ !
創 作プロジェクトの付 加価 値化
美術による付加価値化が存在すると信じている。
創造産業には経済価値しかないが、創造にはよ
り高い価値があり、創造都市はより高い目標を
持つ。異なる部門間の創造的相乗効果により、
両者にとって多種多様な価値となる。創造都市
プロジェクトには文化的価値以上のものがある。
社会的価値、歴史的価値、環境保護的価値、政
治的価値、加えて科学的価値もある。
世界平和、人類との協調、地球や宇宙との強調
に対し、芸術・文化はより高い未来像を描ける。
夢のように聞こえるかもしれないが、アーティ
ストとは、通常では思考の及ばないことを考え、
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BCS is a cultural exchange hub in Asia:
We wish to be connected for all the needs for
creative solutions, thus we need fresh points
of views from international culture organizations. We are a member of international
residency network Res Artis, and the Alliance
of Artists Communities (based in US) We all

ある。また、シンガポールを本拠とする Asia
Network for the Arts を は じ め 他 の NGO と も
通 じ、Intra Asia Network for AIR & Artists'
mobility 立 ち 上 げ の サ ポ ー ト を 受 け て き た。
BCS は World Culture Forum Alliance の 台 湾
代表であり、International Network for Culture
Diversity のアジア太平洋地域の代表でもある。
我々のモットーである「ローカルアクションと
グローバルコネクション」を伝えていくため、
最も重要なことは、現実空間あるいは仮想空間
で直接的に関係していくことであり、それによっ
て世界中に散らばるカウンタポートを一度に一
画面上で知ることができる、それもリアルタイ
ムで。同感の方々、ぜひ BCS にご参加ください !
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AIR 台北
AIR Taipei

AIR 台北の運営する「芸術村」は「美術館」で
はない。芸術村は人々が共に住み、働き、そ
の全体を「家」と呼べるような共同体である。
AIR 台北の 3 つの芸術村はすべて、生活と仕事
のためのアーティストスタジオ、アーティスト
支援の事務局機能、公演会場、展示空間を備え

台北、台湾 / Taipei , Taiwan

ている。作品を収集し、陳列するよりも、AIR

ヤオホワ・スー / Yaohua SU

台北は「ワークインプログレス」こそが血の通っ
た、やりがいのある仕事だと考えている。実際、

アーティストインレジテンス台北（AIR 台北）は、
様々な芸術分野の境界を越えて、グローバルな
文化交流を行う横断的プラットフォームを提供
している。AIR 台北は、台湾の首都台北に拠点
を置き、台湾人と他国のアーティストとのハイ
レベルな芸術交流が展開する場を形成している。
レジデンス期間が終了したのちも、交流事業の
なかで行われたコミュニティとアーティストの
対話は、文化や分野の違いを超えて、その後も
何らかの形で長く引き継がれていくことになる。
Taipei Artist Village

Artist-in-Residence Taipei (AIR Taipei) provides a platform for diverse cultural collaboration across artistic disciplines throughout
the globe. The capital of Taiwan, Taipei is AIR
Taipei’s base encouraging professional artististic exchanges between Taiwanese and
international artists. These interactions help
create intercultural and interdisciplinary dialogues that resonate between communities
and individuals long after the artist’s residence is completed.

AIR 台北という組織自体が、まさにワークイン
プログレスそのものなのである。
AIR 台 北 は、そ れ ぞ れ 特 徴 あ る 3 つ の ア ー
ティストインレジデンスを支える包括プログ
ラ ム で あ る。台 北 国 際 芸 術 村（Taipei Artist
Village=TAV）は、2001 年 台 北 市 文 化 局 が
設立し、アーティスト交換プログラムで世界
各都市をつなぐ事業を展開してきた。2008
年 草 山 国 際 芸 術 村（Grass mountain Artist
Village=GAV）が稼働し、2010 年には、第三
の サ イ ト、宝 蔵 巌 国 際 芸 術 村（Treasure Hill
Artist Village=THAV）が歴史的建造物のなか
でスタートした。3 つの拠点は景観、規模、立
地が異なり、補完し合っているが、どこも地元
と国外の観客の両方に対してアートを文化とし
て根付かせる仕事をしている。
台北市中心部に位置する、台北国際芸術村は、
アーティストが都市景観を探索し、市中での様々
な活動や各研究施設にアクセスするにも絶好の
場所である。草山国際芸術村は台北を見渡す陽
明山国立公園のなかにある。変化に富んだ自然
のエネルギーのなかで、アーティストは瞑想を
深めながら、創造力を刺激され、現代アートの
実践的制作を自然の中で試行錯誤することがで
きる。宝蔵巌国際芸術村は、台北のなかでも孤
立した特殊な立地で、市の創世に関わる古い歴
史をもった場所である。そこは「共生」の精神
に基づき、アーティストとアートが思想を語り
合い、表現する社会的空間を提供し、コミュニ
ティとの対話をつくり上げる場所である。
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A “village” not a “museum”
A village is a community of people living and
working together all calling the same place
HOME. All three villages within AIR Taipei
contain artist studios for living and working,
support administration, performance venues
and exhibition spaces. Rather than collecting
and displaying objects AIR Taipei believes
that ‘Work in Progress’ is a truly humane and
engaging vision. In fact AIR Taipei is, as an
organization, exactly this – a work in progress!
Three locations of the Villages
AIR Taipei is the umbrella programme supporting three very different and unique artists-in-residence sites around the city. The
Taipei Artist Village(TAV) was establishment
in 2001 by the Department of Taipei Cultural
Affairs and has been developing relationships linking the artists exchange program
with cities throughout the world. In 2008,
Grass Mountain Artists Village(GAV) became
operational and in 2010, the third siteTreasure
Hill Artist Village(THAV) in a historical settlement, was launched. All three sites complement each other through diverse landscape,
scale and location yet each site helps place
the arts firmly in the cultural sights for a local
and international audience.
Located in central Taipei the Taipei Artist Village is a great spot for artists to explore the
urban landscape and offers easy access to
activities and institutions throughout the
city; Grass Mountain Artist Village sits just
outside the city surrounds overlooking Taipei in the Yangmingshan National Park. With
the energy of its spectacular natural ecology
GAV offers artists an environment that stimulates creativity in meditative surrounds and
contemplate contemporary arts practice with
nature; Treasure Hill Artist Village is located
in a special enclave in Taipei with its own history dates from the city’s early settlement..
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AIR Taipei

経済運営についても触れておきたい。
AIR 台北は、台北市政府の公的財団である台北
市文化財団の傘下にある。運営上は二つの大き
な資金源がある。ひとつは市政府、もうひとつ
はスペースレンタルである。また主たる支出は、
アーティスト支援と関連プログラム開催、建物
と機材の維持管理、スタッフ人件費である。
ここで、AIR 台北の 3 拠点について、個別に概
要を説明したい。
台北国際芸術村（TAV）
台北市の中心部、北平東路 7 号にある瀟洒な建
物の中に開設されている。気がつかずに通り過
ぎてしまうほど、静かなたたずまいの建物であ
る。4 階建ての建築は、かつては市政府養護行
程所の事務棟であり、その後一時、台北捷運公
司のオフィスとして使われた。2001 年 10 月、
市政府文化局はこの建物を台北市で最初の芸術
村とすることを決定した。それ以来、TAV は、
アーティストインレジデンスプログラムを世界
各国の文化機関と進めている。また、街中で文

AIR Taipei

It follows the idea of “paragenesis” creating dialogues between artists and the wider
community providing the arts a social space
for interacting and expressing ideas.
Cultivation of the Villages
1. Artists-in-Residence and Artists Exchange
Program
AIR Taipei has developed a systematic artist
selection scheme that provides the platform
for artists to connect with the local and international community.
The scheme includes: 1) Open Call for both
Taiwan and international artists 2) Sister Cities Artists Program 3) New Immigrants Art
Program for Southeast Asian artists and 4)
Artist Exchange Program with global partner
institutions.
By December 2009, 227 artists from 14 countries had taken the residence in AIR Taipei
while 94 Taiwanese artists had been taken
residences abroad in 28 cities of the world
through Artists Exchange Program.

化芸術イベントを開催し、アーティストと地域
住民との交流に努めている。
TAV には、13 のスタジオスペース、ダンスリ
ハーサル室、ピアノ練習室、暗室、パフォーマ
ンスホールがあり、様々な制作段階にあるプロ
ジェクトを支援している。リサーチ、制作、発表、
上演、ワークショップ等がジャンルを超えて活
動するアーティストによって年中行われている。
多機能なアート、バー、ダイニングスペースが
芸術村を特徴づけている。3 拠点のリソースを
統合しながら、TAV は、国際的かつ学際的なネッ
トワーク拠点を形成し、市民の美意識を高め、
異文化の架け橋となっている。
草山国際芸術村（GAV）
草山国際芸術村は、陽明山の山道沿い、台北市
を見下ろす高台に、自然に抱かれるように建っ
ている。蔣介石総統の側近スタッフのかつての
住まいだった場所を、2004 年 11 月に文化局
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Over the years, AIR Taipei has taken on a lead
role in nourishing the arts by providing opportunities for artists’ projects and residencies throughout the world as well as bringing into Taipei the intercultural aspirations of
a global community
2. Exhibitions, performances and workshops
Resident artists bring diversity to all three
villages by creating challenging artworks
and performances. Visual and performing art
is regularly presented to the general community in the form of solo shows, group
exhibitions and performances. All these artistic avenues help to activate discussion and
ideas between local and international artists.
Along with education programs, this combination of artists and community infuses surprises into the neighborhood and across the
entire city.
GAV activity 61

AIR Taipei

が一般住宅として開放した。ここは、陽明山を
訪れる観光客の重要なスポットになっている。
2008 年 1 月、GAV は、設計をあらため、より
深く地域に関わるようになった。GAV は台湾
での蔣介石総統の最初の公邸、草山城と 2010
年に完全に統合された。
地元の文化的特徴を織り込んだ設計で、GAV
は、3 つの居住と制作の為のスタジオ、
「’ 92 アー
トセンター」展示場を備えている。そこでアー
ティストは互いに交流し、公開講座や発表を通

AIR Taipei

“Artists Open Studio” offers audience an insight into the artists’ creativity by opening
the doors of their studios for a weekend and
letting the artist talk about their inspirations.
Children’s workshops help kids to feel and
appreciate art and the world spontaneously.
Both resident international artists and teachers offer different cultural perspectives leading the children to expand their view of the
world and increase racial tolerance.

じて、より広い観客層にアピールすることがで
きる。自然環境に触発されながら、レジデント
アーティストは、新たな創作に向かう様々な可
能性を見つけることができる。野外の「森の舞台」
と「展望プラットホーム」は、ユニークな発表
場所を提供している。地域コミュニティの観光
資源と自然環境の両方を活用しながら、GAV は、
文化史と観光を結びつけ、地域に幅広い創造的
なエネルギーを吹き込んでいる。
宝 蔵 巌 国 際芸術 村（ THAV ）
市内の汀州路 3 段に位置する宝蔵巌国際芸術村
は、2004 年に市政府文化局によって、最初の「歴
史的集落」として認定された。2006 年に開か
れた「台北のお宝」というイベントと 2007 年
から 2009 年にかけておこなわれた各種のリサー
チプロジェクトから、AIR 台北は、2010 年に
正式に施設の運営をすることに決定した。宝蔵
巌のユニークな立地と丘を巡る狭い路地と階段
は、独特の田園的感覚を施設につくりだしてい
る。これまで、いろいろなグループが独自のラ
イフスタイルと目的を持って丘陵地帯に住み着
き、山岳部族のような自然共生型の生活をして
きた。すでにいるそれらの住人の視点と、環境
保全と地域再生を目指す都市計画の視点、私達
のアーティストインレジデンスプログラム、ユー
スホステルの経営などが同時に進行しながら、
「共生」というキーワードのもとで、全てのプ
ロジェクトがコミュニティ全体のよりよい未来
に繋がるよう協働していくことが必要だ。
THAV は、ア ー テ ィ ス ト イ ン レ ジ デ ン ス プ
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ロ グ ラ ム 用 の 16 の ス タ ジ オ を 備 え て い る。
3-6ヶ月間のレジデンス期間に、選ばれたアー
ティストは作品制作にあたってまず地域の複
雑な状況を知るための時間を持たなくてはな
らない。THAV は、そのほかに 2 つのリハーサ
ル・スタジオ、3 つの展覧会スペース、また丘
の上には、野外イベント広場が点在している。
これらの広場は、パブリックなオープンスペー
スであり、展示にもパフォーマンスにも使用
可能である。さらに、芸術文化団体の集合オフィ
ス 14 室が、芸術文化交流のクラスターとプラッ

The three villages welcome reservations
for guided group tours and fun educational
workshops!
How is it managed financially ?
AIR Taipei is undertaken by the Taipei Culture
Foundation which is a public foundation of
the Taipei City Government. There are two
main sources of the funding: 1) from the city
government and 2) from spaces hiring rent.
The main expenditure goes to three parts: 1)
artist and related programs 2) hardware and
building maintenance and 3) staff payment.

トホームづくりを進める個人 / 団体のために提
供されている。アーティストインレジテンス
が進行する一方で、それと連携する形で、企
画事業（ワークショップ、展覧会、教育プロ
グラム）もある。このような試みから、コミュ
ニティのあらゆるセクターが参加していける
ような新しい地域に根付いたライフスタイル
が形成されていくであろう。

stimulating ideas, and offers a space for innovative Taiwanese energy.
History of the Villages
Taipei Artist Village
Centrally located in Taipei City, housed in a
modest building at No. 7 Beiping East Road,
Taipei Artist Village stands quietly among
other magnificent structures, often going unnoticed by passerby. This four-storey building was once the office for the Department
of Public Maintenance and Construction of
the Taipei City Government and also temporarily, the office for the Taipei Rapid Transit
Corporation. In October 2001 the city government’s Department of Cultural Affairs decided to transform the building into Taipei’s
first artist village. Since October 2001, TAV
has been running the “Artists-in-Residence”
program collaborating with organizations

Treasure Hill Artist Village

Prospect of the Villages
1. Artists-in-Residence – Interacting locally
AIR Taipei actively invites local communities
to participate in the creative process either
physically by attending an event or volunteering. . Activities are carried out locally and
plugged back into the city.
2. Activating spaces – Conversing with the
city By activating diverse spaces throughout
the city artists can, together with the cultural
input of AIR Taipei, bring about an intercity
conversation between Taipei and international cities helping to enhance the understanding of each other.
3. A day in the Village – A life in the Village
With the three villages, AIR Taipei constructs a global network for creative minds,
builds an international platform for artistic
exchange, creates a worldwide zone for
GAV activity's63

AIR Taipei

Jin-Hua Shi - Body Formula of Elevation1 in TAV

各地でのプロジェクト展開とレジデンスの機会
をつくりだし、同時に、台北の中にグローバル
な異文化交流の息吹を吹き込んでいる。
2. 展覧会、パフォーマンス、ワークショップ
レジデントアーティストは、挑戦的なアート作
品とパフォーマンスを創造することで、3 つの
芸術村に多様性を与えている。ヴィジュアルアー
トもパフォーミングアートも、定期的に、個展、
グループ展、公演の形式で一般の観客を対象に

Anthony Luensman and the work Emptysigns's inTAV

ここで、芸術村で実際に行われる 2 つの事業項
目について述べたい。
1. アーティストインレジデンスとアーティス
ト交換プログラム
AIR 台北は、アーティスト選択のシステムを構
築し、アーティストが国内外のコミュニティと
繋がるプラットホームを提供している。そのシ
ステムとは次の 4 つである。 1）台湾と国外の
アーティストを対象にする公募 2）姉妹都市
とのアーティスト交流 3）東南アジアのアー
ティストの受け入れプログラム 4）全世界の
パートナーとのアーティスト交換プログラム
2009 年 12 月までに、アーティスト交換プロ
グラムによって、14ヶ国 227 人のアーティス
トが AIR 台北にレジデンスし、94 人の台湾人
アーティストが海外の 28 都市でレジデンスし
た。近年、AIR 台北はアートの育成について主
導的役割を果たしており、アーティストの世界
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発表される。こういった芸術活動のすべてが、
around the world. It has instigated art and
cultural events throughout the city and facilitated interactions between artists and local
Taipei residents.
TAV’s 13 individual studio spaces, dance rehearsal space, piano studio, darkroom and
performance hall, supports projects at various stages of development. Research, development, exhibitions, performances, and
workshops are presented year round by artists working across a variety of fields. A multifunctional art, bar and dining space completes the village. Integrating the resources
of the three villages, TAV creates both an international and interdisciplinary networking
venue advancing civil esthetics and building
bridges between different cultures.

国内外のアーティストの中での議論や思考を活
発化している。教育プログラムを含め、アーティ
ストとコミュニティの繋がりが地域に驚きをも
たらし、街全体に広がりをもつ活動になっている。
「アーティストオープンスタジオ」は、週末に
スタジオの扉を開放して観客を迎え、アーティ
ストのインスピレーションについて話すプログ
ラムである。こういった場を設けることで、アー
ティストの創造性を垣間見ることができる。
「子供ワークショップ」は、子ども達がアートと
世界について感じ、鑑賞する機会を自然な形で
つくり出している。海外のアーティストや講師
が異なる文化的な観点から、子ども達の世界を
広げ、人種的寛容さを持てるように指導している。
芸術村はガイドツアーや教育プログラムにはつ
ねに門戸を開いて多くの人を受け入れている。

Grass Mountain Artist Village
Along the winding paths of Yangmingshan,
Grass Mountain Artist Village is nestled within the natural scenery overlooking Taipei City.
As the former residence for the late President
Chiang Kai-Shek’s attendant staff, in November 2004 the Department of Cultural Affairs
reopened the residence to the public. It has
become an important attractive scenic and
cultural spot for visitors to Yangmingshan.
In January 2008 GAV was redesigned for a
second time to allow more engagement of
community. . Together with the late President
Chiang’s first official residence in Taiwan, the
Grass Mountain Chateau, GAV was fully integrated in 2010.
Designed to invigorate local cultural energy,
GAV offers three living and working studios
as well as ‘92 Art Center’ exhibition space
‘where the artists interact with each other
and a broader audience through public lectures and shows. Inspired by the grand surrounding scenery, the resident artists are
encouraged to explore the many possibilities available to them for creating new work.
The outdoor “Forest Stage” and “Viewing
Platform” provide the artists with diverse
presentation spaces. By combining both the
touristic and natural resources of the local
community, GAV connects the Grass Mountain cultural history and tourism bringing a
broad creative energy to the community.
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AIR Taipei

ティックなエクスチェンジの国際プラットホー
ムをつくり、刺激的な思想が世界に発信される
拠点となり、また台湾の革新的なエネルギーを
養う空間を準備する。

THAV provides 16 studios for the “Artists-inResident” program. In each 3-6 month residency the selected artists are encouraged
to execute projects only after spending time
observing the intricacies of the site. THAV
also provides 2rehearsal studios, 3exhibition
spaces and various outdoor plazas spread
throughout the hill. These plazas are public
open space and can be used for exhibition
and performances. Another 14 arts and Culture Group Offices are provided on site for
individuals and organizations creating a
cluster and a platform for the arts and cultural exchange. Whilst the artist in residence
projects are process based, running in tandem to these will be a curatorial approach
(workshops, exhibitions and educational
programs) that cultivates a village lifestyle
encouraging participation for all segments
of the community .

TAV Bamboo Yard

こういった事業から、私達の期待することにつ
いて、次のようにまとめることができると思う。
1. アーティストインレジデンス
− 地域との対話
AIR 台北は地域の人達が実際に制作過程に参加
したり、ボランティアで関わったりすることを
活発に推進している。さまざまな活動が地域に
広がり、街に還元されている。
2. 空間の活性化 − 都市との対話
都市の中の様々な空間を活性化することで、
AIR 台北の文化発信をするとともに、アーティ
ストは台北と海外諸都市の都市間交流に貢献し、
相互理解を深める。
3. 芸術村の 1 日 − 芸術村の生活
AIR 台北の 3 つの拠点では、創造的な精神に基
づく世界ネットワークを構築し、アーティス
66

Treasure Hill Artist Village
Located at the Section 3 of Ting-Zhou Road,
Treasure Hill Artist Village (THAV) was listed
in 2004 as the first “historic settlement” by
the Department of Cultural Affairs, Taipei
City Government. Following on from the
event “Taipei Treasure” in 2006 and various
research projects in 2007-2009, AIR Taipei officially took over the operation of the THAV in
2010. The unique location of Treasure Hill with

Artist Exchange Program between Taipei and Yokohama

its narrow alleys and stairways traversing the
hillside, gives THAV a rural village feel. Over
the years, various groups settled the hillside
with their own lifestyles and needs creating
a tribal-like organic scene. With the existing
residents, together with the urban policy of
preservation and regeneration, the Artistin-Residence program and Youth Hostel it is
hoped that the parties will collaborate in the
spirit of “paragenesis” to create a better future of the entire community.
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Zuni Icosahedron

進念二十面体

プ名について話しあっていたとき、あるメンバー
の提案で、辞書の最後のページの Z から逆にペー

Zuni Icosahedron

ジをめくり「zuni」という単語にたどり着い
た。それは、北米大陸の手工芸と旅を生業と
するネイティブ・アメリカンの部族名を意味
する言葉であると同時に、青と緑の間のある

香港、中国 / Hong Kong , China

色を指し示していた。この二重の意味を持つ

ダニー・ユン / Danny Yung

私は 70 年代の終わりに米国から香港に戻った。
その頃私は、若い友人や学生、グラフィック
デザイナー、音楽や演劇の仲間、8mm 実験映
画の作家や物書き等と一緒に様々な実験的な
アートや演劇を行っていた。1982 年、米国に
招かれ「点心」という映画を撮ることになっ
たとき、私の渡米が原因でチームを解散する
の は 残 念 だ と い う こ と に な り、同 年、「進 念
二十面体」という実験室のような新しいグルー
プを立ち上げることになる。当時、このグルー
Opium War - Four Letters to Deng Xiaoping (1984 production)
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言葉に出会ったことをみんなはとても喜んだ。
そしてさらに別のメンバーから提案があった。
In the late 1970s, when I returned to Hong
Kong from the States, I met a group of
young friends with some of them were
students, graphic designers, some of
them were engaged in music, theatre,
8mm experimental film, writing. They
followed me to do a variety of experimental art and experimental theatre. When I
was invited to the States for making the
film Dim Sum: A Little Bit of Heart in 1982,
they did not want to put an end to the

アメリカ文化の言葉が見つかったので、ヨーロッ
パ文化の言葉を探して、あわせたらどうだろ
うか。そこでギリシャ文化の中の「icosahedron」
という言葉が引用された。これは、非常に強
い伝播力をもち、未だ有益とも有害とも知れ
ない病原体を示す言葉だ。この言葉にも異な
る意味が含まれていた。二十面体という幾何
学的形体の意である。このようにして、ふた
つ の 言 葉 を 合 わ せ て「Zuni Icosahedron（ズ
ニ・イコサヘドロン）」と命名することになっ

gatherings because of my leaving, so we
established Zuni Icosahedron, an experimental laboratory in the same year.
At that time, we felt the need of finding a
name to represent our team. A member
proposed to start from the last page of the
dictionary to turn the page backward from
Z, and then we found the word ‘zuni’. It is
the name of an American Indian tribe who
loves travel and creates handicrafts. We
also found that ‘zuni’ carried another meaning – a colour between blue and green.
Everyone was so happy to find a dualmeaning word. While ‘zuni’ is a word that
connotes Native American culture, someone proposed to match it with a word which
could represent European culture. Then we
found ‘icosahedron’ from the Greek culture. It is a kind of highly transmissible virus structure but has not yet been proved
if it is good or harmful. ‘Icosahedron’ also

Sigmund Freud in Search of Chinese Matters & Mind (2003 production)
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Zuni Icosahedron

Zuni member

The First Year of One Hundred Years of Solitude - Magic Caravan
(1982 production)

た。前者を音訳、後者を意訳し「進念二十面体」

has another meaning - a regular polyhedron with 20 identical equilateral triangular

という中国語の名称が誕生した。だから、進
念の二文字は決して「進歩的な榮念曽（ダニー・
ユンの中国名）」からつけたものではないので
ある。
ズニは初期の頃からワークショップ形式でグ
ループ創作を行ってきた。通常は、私がみん
なと一緒に、演出の大きなフレームを決め、
その後他のメンバーもこのフレームの中で、

faces. It seemed perfectly fit with ‘zuni’ and
so Zuni Icosahedron became the name of
our team. As for the Chinese translation,
the first two Chinese characters 進念 is the
transliteration of Zuni and 二十面體 is the literal meaning of Icosahedron (20 equilateral
faces). Therefore, Zuni (進念) was not developed from ‘progressive (進步的) Danny
Yung (榮念曽)’.

考え、話し合いながら、次第に様々な小さな
フレームと内容を発展させていく。それが大
きなフレームのデザインにもフィードバック
される。創作の過程では、私も調整役になる。
ズニの初期の頃の実験的な方向性は、舞台を
中心に、様々なクロスオーバーを試みていた。
まずメディアを越え、国境を越え、文化を越え、
さらに叙事体を越え、ついには文字を越えた。
これらのクロスオーバーを通して、「舞台芸術」
の様々な形式と内容の可能性をリサーチして
いったのだ。
ズニを続ける中、いつもいろいろな限界に出
会った。それは財政的なこともあり、体制的
なこともあり、文化的あるいは個人的なタブー
の場合もあった。このような限界に出会うとき、
いつも自分と周辺の環境の関係について思い
を馳せた。そういう思考がいつも演出内容に
発展したし、また「関係」の起源について考
え出すきっかけにもなった。たとえば、パフォー
マーと観客の関係、パフォーマーと舞台空間
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Workshops were the form of creative collaboration of early Zuni. It was usually me
to help members work out the performing framework, so that they could develop
their own ideas from within through thinking and discussion. And then their ideas
would counter-influence the original design
of the big framework. During the creative
process, I would also do the coordination
and adjustment work. The experimental direction in the early days was mainly
stage-oriented, attempting to pass across
the boundaries of various kinds with first
experimenting different media, sectors and
cultures, and then the narratives and even
texts. Through these experiments, ‘stages’
of different forms and possibility of various
ideas were explored.
In the developmental process of Zuni,
we often came across different kinds of
The Outcast General (2006 production)
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る。組織文化は、グループのメンバーが自ら
参加し、互いの関連を見つけていく蓄積の結
果としてできていくものである。組織の不確
定性は、みんながグループの目標に自信を持
てなくなったときに生じる。争いはしょっちゅ
うだが、求心力が強いときは、人的な摩擦は、
全体責任のなかに解消していくものだ。これ
はまさに舞台上の集団創作の概念と呼応して
い る。と は い え、人 間 関 係 が 複 雑 化 す る と、
理性的なコミュニケーションとクリエイティ

Tear of Barren Hill (2008 production)

の関係、芸術と体制の関係、世代の関係、文
化と社会の関係、創作とテクノロジーの関係、
認識と学問の関係等々である。
ズニの「実験作品」はしばしば社会的な事件
としてとりあげられ、80 年代から 90 年代に
かけて何度も台本が検閲を受け、表現の自由
の問題に波及する事もあった。ズニは、当時
の社会運動と接点をもつ最も先鋭的な芸術組
織となり、当然の帰結として、政府やメディア、
知識階級が注目するグループとなった。こう
いった現象は、創作の意欲と内容をより強化し、
より深く組織の立ち位置を認識する事にもなっ
た。同時にまた、ズニの内部的なカルチャー
の育成にも間接的に刺激を与えることになった。
ズニは、有機的で実験的な組織である。実験
的という意味は、いかに有機的に自らの組織
文化を発展させるかという点にも関わってい
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ブな実験が舞台上の問題を解決できても、そ
constraints. Of those, some were about
the funding, the system while some were
cultural and even individual taboos. These
constraints or limitations inspired us to
think about the relationship between the
environment and ourselves. What we discussed was frequently developed as our
performing ideas, which led us to begin
to care about the origins of ‘relationship’
such as the relationship between performers and audience, performers and stage, art
and system, generations, culture and society, creation and technology, ‘to know’ and
knowledge.
These concerns came from the connotation
of many social issues triggered by Zuni’s
experimental works during the 1980s and
1990s, including the incidents of scripts censorship, freedom for creation and management system, etc. Zuni became an artistic

れが舞台下の問題の解決には必ずしも繋がら
ない。あるメンバーはズニを離れ大学に戻り、
社会心理学を学ぶ決心をし、今や大学教授になっ
ているものもいる。
私達の創作エネルギーは、不断の好奇心は勿論、
多くは自分自身や生活や社会に対しての不満
から来ていた。こういったオルタナティブな
プラットフォームでリサーチをし、学ぶこと
を選択したが、既存の教育システムや文化組
織からの反応や評価に対しては、オルタナティ
ブなやり方は周辺的なサブストリームに過ぎ
ない。周辺的であるが故に、このようなリサー
チと研究には規範がない。従って、常に規範
に対して懐疑的であった。だから、当時多く
の人が我々を批判した。私達がただ懐疑主義
者であり、問題を提起するだけで、答えを出
す能力が無かったと。しかし私が思うに、当
時私達は舞台活動が開放された「学習」のプ

Romance of the Rock (1987 production)

organization who actively got involved in
social movements at that time and naturally
received the most attention from the Government, media and intelligentsia. These
phenomena directly strengthened our motivation, creative ideas as well as the positioning of the identity for the organization,
and indirectly assisted the development of
early Zuni’s internal organizational culture.
Zuni is an organic and highly experimental
organization. These experiments include
also how to organically develop our organizational culture. The organizational culture
is usually the result of the interactivity and
initiatives among our members, so it relies on the confidence of the team towards
our goal to get through the uncertainties.
Disputes are inevitable, but when our centripetal force is strong, the conflicts among
us naturally fade away under the system
of collective responsibility and this echoes
our concept of creative collaboration for our
theatre production. Interpersonal relationship is however very complicated sometimes, rational communication and creative
experiments may resolve the matters on
stage but may not be able to solve the offstage problems. A Zuni member decided to
further the studies in social psychology and
is now a professor at the university.
Our motivation for artistic creation does
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not only come from our inquisitiveness, but
also our dissatisfaction for ourselves, our
lives and society. Choosing this alternative
platform to explore and learn is in fact our
response and critiques to our established
education system and cultural organization. To learn on this alternative platform
is like running on the edge and since we are
on the edge, our exploration and movement
Danny Yung

ラットフォームと考えていたし、それは「問う」
ことを学ぶ始まりであり、問いの本質が即ち
答えだと考えていたのだ。
実験が方法になり、タブーが主題になるとき、
私達は自然に異なる舞台をつくることを学び

are unconfined. This explains why we are
always criticized by the conventionalists.
Therefore, in those days, a lot of people criticized us, saying that we only had queries;
we only asked questions but had no ability
to provide answers. I believe at that time
everyone felt that the stage could provide
an open learning platform where learning
should start from asking, and the nature of
questions was in fact answers.

始め、各種の文化フォーラム型の劇場や、劇
場型の文化研究と交流を主催するようになった。
私達は、創作の自由に関心を持ち、法律に関
心を持ち、創作を巡る社会状況に関心を抱き
始めた。これらの活動はズニをもうひとつの
ステージに押し上げることになり、別の境地
に足を踏み入れることになった。私達は様々
なジャンルの組織と繋がり、長期的な相互協
力関係を結んだ。そして、国際的なネットワー
ク構築を目指した。そういう中でわかったこ
とは、真に創造的な交流事業が存在するとい
うこと、そして同様に重要なことは、自己評
価と行動であるということであった。
ズニが成立したころには、メンバーの 100 円、
200 円の支援すら糧にして、共同出資のよう
な形で生き延びてきた。最初の 10 年は、劇場
公演の非常に限られた収益でやり繰りしてき
た。90 年代、ズニは文化の社会的な位置づけ
に対して積極的に取り組み、いかにして文化
機構を構築するか、いかにして文化政策を推
進するかに多大なエネルギーを投じた。しか

When experiments became a method, taboos became a theme, everyone naturally
began to learn to organise a different stage,
advocating a theatre of cultural discussion,
theatrical cultural studies and exchange.
We began to be directly concerned about
freedom of creation, pay attention to the
law and the big environment for artistic
creation. These activities have put Zuni to
another kind of stage, another realm of development. We began to communicate with
people from different sectors, developing
an interactive, cooperative and long-term
relationship with them. We began to build
up the cross-countries cultural networks
and then we have come to understand that

きた。2003 年、ズニは香港芸術発展局の「3
カ年運営資金助成」を獲得した。現在ズニは、
香港の他の 8 団体と共に、香港政府所轄の民
政事務局の資金援助を受けている。政府の資
金援助は、ズニの資金の 5 割程度を占めている。
その他は、寄付やチケット売上や刊行物その
他の物販収入である。
私達の創作と実験は、一切のタブーを恐れな
いものだったので、逆に様々なタブーに触れ
ていくことになり、制度との摩擦を起こすの
は必然だった。こういったことは常に社会の
関心と議論を巻き起こし、我々自身も管理さ
れる文化とは何なのかを子細に検討し始める
ことになった。規範に則った文化とは何か。
協力的な文化とは何か。進歩的な文化とは何か。
いかにして公共的空間との関係を構築すべきか。
公共空間と市民社会とはどのような関係を結
ぶべきか。
未来に向かうには、何かを始めるという精神
を持ち続けることが大切である。もし我々に
大空を羽ばたく自由があるならば、「越える」
ことすら越えて、舞台の境界を次第に消し、
芸術という枠組みすらもゆっくりと無くして
しまいたいと考えている。

the true creative dialectic exchange and
cooperation is at the same time important
self-criticism and movements.

Zuni with their own pocket money, gathering five dollars, ten dollars and whatsoever

文化人の支援により、なんとか持ちこたえて

to operate it like a commune. For the first

lic to help get through them. In 2003, Zuni
received the ‘Three-Year Grants’ from the
Hong Kong Arts Development Council. And
now Zuni and eight other local performing
groups receive funding from the Home Affair Bureau, the Hong Kong Government.
The funding from the Government is about
50% of Zuni’s total source of funds and the
rest comes from donation, tickets sales, and
sales of publication and other products.
What is its impact to the other?
As we are unrestrained in our creative
works and experiments, it would inevitably
touch on taboos of various kinds and create conflicts with the system. These cases
raised awareness and triggered discussion
in the society and we began to explore the
question of management culture. What is
‘control’ (管) and what is ‘manage’ (理)? What
is regulating the cultural development?
What is assisting the cultural development?
What is progressive culture? How should
we develop our relationship with the public
space? How should the public space establish a relationship with the civic society?
What is its future development?
To maintain the spirit of ‘start’ is the most
important for the future. If unrestraint is
allowed, I hope we could go further than’
beyond’, gradually blurring the margins of
the stage and slowly dissipating the artistic

How is the financial situation?
In the early days, the members supported

し財政的には何度も危機に陥り、公的資金や

decade, Zuni relied on a very limited amount
of income from the theatre performance in
order to survive. In the 1990s, Zuni actively
improved the cultural environment, making considerable efforts in how to establish the cultural system and promote cultural policy. However, we still encountered
quite a few financial crises and relied on
the support of cultural sector and the pub-

boundary.

Flee by Night (2010 production)
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ARTSPACE
シドニー、オーストラリア / Sydney, Australia
ルーベン・キーハン / Reuben Keehan

ARTSPACE（アートスペース）視覚芸術セン

Artspace Visual Arts Centre is an internation-

ターはアーティストインレジデンスを中心に活

al residency-based, non-profit contemporary
art centre, housed in the historic Gunnery
Building in Woolloomooloo fronting Sydney
Harbour. Committed to the development of
new ideas and practices in contemporary art
and culture, since the early 1980s Artspace
has been building a critical context for Australian and international artists, curators and
writers.

動する現代美術の国際的な非営利組織で、シ
ドニー湾に面したウールームールー地区の歴
史あるガナリービルディングに本拠を置く。
ARTSPACE は現代美術と文化における新し
い発想や実践のさらなる発展に寄与するべく、
1980 年代初頭からオーストラリア国内外のアー
ティスト、キュレーター、作家の創造性を刺激
する場を築いてきた。
ARTSPACE では、アーティストの発想や実践
を最優先に考え、ビデオ、パフォーマンス、音
響による作品、インタラクティブをはじめとす
る新技術を使ったプロジェクトなど、インスタ
レーション中心の新しい意欲的な作品の創作を
支援している。シンポジウムなどのパブリック
プログラム事業、教育、出版の活動を通じて、
現代美術の創造性を刺激する場を模索し、社
会・政治・視覚文化の多様な変化を検証するよ
う促してもいる。そうした変化が地域社会や世
界的な文脈において、オーストラリアの文化を
形成しているのである。毎年、ARTSPACE は
20 ほどのギャラリープロジェクトを実施、50
人以上のアーティストをレジデントに迎え、パ
ブリックプログラムと教育の通年事業をおこな
う。また、「コラム Column」という定期刊行
物のほか、文化関連の理論書やアーティストの
モノグラフも出版している。
1982 年、ARTSPACE はアーティストを中心
に考えるイニシアティブとしてインナーシド
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Prioritising the ideas and practices of artists,
Artspace fosters the development of challenging new installation-based work, including projects in video, performance, sound,
interactive and other forms of developing
technologies. Through public program, education and publication activities Artspace explores critical contexts for contemporary art
and encourages examination of the diverse
social, political and visual processes that
shape Australian culture within both regional
and global frameworks. Each year Artspace
presents around 20 gallery projects; hosts
over 50 artist residencies; initiates a range of
public program and education activities; and
publishes Column, a regular Artspace periodical as well as cultural theory books and
artist monographs.
Artspace began life in 1982 as an artist-focused initiative in the inner-Sydney suburb
of Surry Hills. In this capacity it sought to
provide a rigorous and singular contemporary alternative to a prevailing cultural
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ニーの外れ、サリー・ヒルに誕生した。アー
ティスト重視の立場から、商業的なギャラリー
と公立美術館が支配する一般的な文化傾向に、
はっきりと独自性を打ち出す現代美術の対抗
軸を提供することを目指した。ARTSPACE で
は、アーティストたちが出会い、芸術を介し
た対話をし、作品を展示し、また、他州で活
動する現代美術組織との関係を築くこともで
きる。ARTSPACE はニューサウスウェールズ
州（NSW: New South Wales）政 府 と オ ー ス
トラリア芸術評議会から資金提供を受けていた
が、1983 年には公的債務保証付きの有限責任
会社となった。設立当初から、ARTSPACE は
新しい芸術実践や新技術を使うプロジェクトを
支援し、海外の機関やアーティストとの連携を
はかり、新進アーティスト、女性の活動、先
住民アートの支援にも積極的だった。この間
ARTSPACE はプロのアーティストの作業環境
の水準を上げるべきだという立場から、アーティ
ストに対する正当な報酬、契約条件の改善、カ
タログ出版における彼らの権利などを一貫して
訴えていた。そのほか、1980 年代は国内外で
の講演会事業、さまざまなプロジェクトや展覧
会を積極的におこなった。
1992 年、ARTSPACE はシドニー港湾部のウー
ルームールー地区にある現在の場所、ガナリー
ビルディングに移った。この建物は NSW 政府
所有で、文化遺産に登録されている歴史的建
造物である。1 階は、ARTSPACE ギャラリー、
オフィス、資料室、保管室で、上のフロアには、
パブリックプログラムの会場となるセミナー室
とアーティストのためのアトリエが 11 室あり、
そのうち 4 室は居住用フラットでもある。また、
4 つの芸術団体がビル中層部にオフィスを置い
ている。
ガナリービルディングには、大胆かつ多様な現
代美術作品の制作・展示のための素晴らしい
スペースが複数ある。改装前は工業施設だっ
たことから、建物の構造は堅固で、大規模な
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climate dominated by the commercial and
state gallery sectors. Artspace allowed artists
to meet, engage in artistic dialogue, exhibit
and network with other contemporary art
space initiatives that were developed in other states. Artspace received funding from the
New South Wales Government and the Australia Council for the Arts, and in 1983 it become a company limited by guarantee. From
its inception, Artspace supported alternative
practices, technology projects, international
connections, and was proactive in supporting emerging artists, women’s practice and
Indigenous art. Artspace consistently argued for improved standards of professional
practice that included appropriate remuneration and contracts for artists, and catalogue
publications. Through the 1980s it facilitated
national and international lecture programs,
projects and exhibitions.

構成の作品やインスタレーションに適している
し、しっかりとした上部構造の支えが必要な
作品にも見事に対応できる。また、それぞれの
展示スペースの巨大な空間は、フィルムやビデ
オなどで空間を大きく使う表現や、映像を投射
するのに充分な空間が必要な作品にも適して
いる。もうひとつ、作品展示に必要な条件に関
連することを言えば、ARTSPACE 内のすべて

In 1992 Artspace moved to its present location in harbourside Woolloomooloo in the
historic, heritage-listed Gunnery building,
owned by the NSW Government. Artspace
galleries, offices, resource room and storeroom occupy the ground floor. Artspace programs a seminar room, which hosts public
programs, and eleven artist studios on the
upper level, including four residential apartments. Four further arts organizations are
housed in office spaces on the middle level
of the building.

のギャラリーは外光を容易に遮断することがで

The Gunnery building provides a series of
excellent exhibition spaces for the develop-

ARTSPACE はシドニーの港湾地区に位置して

ment and presentation of diverse and ambitious contemporary art forms. The building’s
refurbished ex-industrial character makes it
highly durable thus lending itself prodigiously to large-scale architectonic and installation
works and to works demanding a solid sup-

きるということだ。さらに、展示スペースのコ
ンクリートの床と堅固な壁は音響や音を使った
実験的な作品や、かなり大規模なシンポジウム
にも適している。レベル 2 のフロアにあるアー
ティストの作業と居住のためのアトリエにも大
型作品の制作に充分な空間があり、レジデント
アーティストにとって便利で快適な環境である。
ARTSPACE の 1 階部分はバリアフリー構造で
あるため、車椅子や身体に障害がある人々も容
易にアクセスできる。

いるため、その活動は本拠を置くガナリービル
ディングだけでなく、近くの NSW アートギャ
ラリー、現代美術館、シドニー美術館、NSW
州立図書館など、数多くの重要な文化施設とも
関係する部分がある。これらの文化施設は互い
に近い距離にあり、国内外からこの地区を訪れ

portive superstructure. Likewise, the generous dimensions of each of the exhibition

る人々は、それぞれの施設を回ってオーストラ

spaces make them perfect for ambitious spa-

気持ちになるだろう。また、ARTSPACE はウー

リアの現代美術や文化をより深く知ろうという

tial practices including film and video, practices that demand sufficient room for projection. In relation to such demands, Artspace’s
galleries are easily insulated from ambient
light. Furthermore, its concrete floors and
solid walls make its exhibition spaces ideal
for sonic and experimental sound practices
as well as for sizeable conferences. Level
2 working and residential studios provide
ample room for the production of large-scale
work and a convenient and comfortable location for resident artists. Artspace’s ground
floor, on-street setting allows easy wheelchair and disabled access.
Beyond the physical properties of the Gunnery building, Artspace’s Sydney harbourside location links it by proximity to numerous other major cultural institutions such
as the Art Gallery of NSW, the Museum of
Contemporary Art, the Museum of Sydney
and the State Library of NSW. The closeness
of these cultural organizations encourages
local and international visitors to attend
each in order to obtain a fuller insight into
contemporary Australian art and culture. In
addition, Artspace’s location opposite the
residential Woolloomooloo ‘Fingerwharf’,
among high-density council housing and
nearby the bustling suburb of King Cross,
means that it is ideally placed for attracting
a large, diverse audience.
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ルームールーのフィンガー埠頭の高級住宅地の
向い側、公営住宅が立ち並ぶ地区にあり、賑や
かなキングクロス地区にも隣接している。つま
り、大勢の多様な観客を動員するには理想的な
立地である。
ARTSPACE は国内外のアーティストを対象と
したアーティストインレジデンス事業を 1995
年にはすでに始めており、1996 年からはシド
ニービエンナーレでは欠かせない会場になった。
この 10 年間、ARTSPACE は海外のアーティ
スト、文化機関、助成機関などとの関係を深め、
強固なものにしてきた。展覧会、アーティスト
インレジデンス、シンポジウム、出版などの事
業を継続してきたおかげで、さらなる国際交流
支援、大胆なキュレーションによるプロジェク
ト、オーストラリア現代美術の認知度の引き上
げなど、将来にむけてこうした活動が可能な独
自の地位を築いたのである。

ARTSPACE

By 1995 Artspace had developed a local and
international residency program and in 1996
the gallery became an integral part of the
Biennale of Sydney. Over the past decade
Artspace has grown relationships with international artists, cultural institutions and
funding agencies. Artspace’s continuing development of its exhibition and residency
programs, its symposia and publications
places it in a unique position to significantly
support additional international exchanges,
realise future ambitious curatorial projects
and further the profile of contemporary Australian art.
Throughout its history Artspace has been
supported by the NSW Government through
the NSW Ministry for the Arts (now Arts
NSW) and by the Commonwealth Government through the Australia Council for the
Arts. In addition Arts NSW provides Artspace

ARTSPACE は設立当初から NSW 芸術省（現在
の「アーツ NSW」
）を通じて NSW 政府から、オー
ストラリア芸術評議会を通じて連邦政府から支
援を受けてきた。これに加えて、アーツ NSW
からガナリービルディングを市場相場以下の賃
貸料で借り受け、またアーツ NSW と共同で若
手アーティストが海外で研鑽を積むためのヘレ
ン・ランプリエール NSW 奨学金事業を運営し
ている。1997 年、ARTSPACE はオーストラリ
ア芸術評議会から 3 年間の助成を、1998 年に
は NSW 芸術省の助成を受けた。2004 年、連邦・
地方政府合同の芸術助成パッケージである視覚
芸術・工芸戦略（VACS: Visual Arts and Craft
Strategy）からの巨額の資金提供によって、ス
タッフの充実、マーケティング、出版事業など、
事業展開上重要な取り組みを始めることが可能
になった。とりわけ重要だったのは、アーティ
ストの報酬や制作費を増額して、アーティスト
が VACS 資金の恩恵を直接受けるようにしたこ
とである。アーティストのための資金が増大し
た結果、ARTSPACE での彼らのプロジェクト
がコンセプトの面でも、物質的な面でも可能性
が広がり、レベルアップした。
ARTSPACE と現代美術アーティストの関係は
きわめて特殊であると同時に決定的に重要なも
のだ。ARTSPACE は、世代やキャリアを問わず、
すべてのアーティストに最先端の文化の場を提
供している。ARTSPACE はシドニーに本拠を
置きながらも、国際的な活動にも積極的な芸術
組織で、拡張し続けるアーティスト・ネットワー
クのハブの役割を担ってもいる。ARTSPACE
の展覧会やパブリックプログラムは、アーティ
ストが制作する際に彼らを挑発しつつも励ます
概念的な枠組みをつくり出し、その一方で、ユ
ニークな方法で対話や協力を促すものでもある。
アート事業に参加するアーティストは、平均し
て少なくとも半数が NSW で活動するアーティ
ストで、オーストラリアの他州、外国からのアー
ティストの割合はそれぞれ 25% である。展覧
会事業では、アーティストを実践面で強力にサ

80

with its Gunnery facility at a below-market
rental and works with Artspace as a partner
on annual Helen Lempriere NSW Travelling
Artist Scholarship. Artspace became a triennial client of the Australia Council in 1997
and of the NSW Ministry for the Arts in 1998.
In 2004 Artspace received a significant injection of Visual Arts and Craft Strategy (VACS)
funding, enabling Artspace to implement key
strategic commitments in the area of staff resourcing, marketing, publications and most
particularly in a commitment to ensure that
artists directly benefitted from VACS funding
through increased artist fees and production
budgets. This new level of artist resourcing
resulted in a significant uplift in the conceptual and material scope of artist projects at
Artspace.
Artspace’s relationship to contemporary artists is unique and vital. Artspace provides a
rigorous contemporary cultural context for a
diversity of contemporary artists across all
ages and career phases. As a Sydney-based
though internationally active arts organization, Artspace operates at the hub of a dynamic set of artist networks. Artspace exhibition and public programs create challenging
yet supportive conceptual frameworks for
artists to work within, whilst also fostering
unique modes of dialogue and collaboration. Artspace’s artistic program consists on
average of at least 50% NSW practicing artists. Interstate Australian artists and International artists constitute roughly 25% each of
the program. Within its exhibition program
Artspace provides artists with considerable
practical assistance and facilitates access to
specialised technologies and to trained technical staff. Artspace is also crucial in its strategic support for early career artists, aiding
such artists in the realisation of ambitious
and extended new works.
In 2007, Artspace acquired full artistic programming and operational responsibility for
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ポートして、彼らが特別な技術を使ったり、熟
練した技術スタッフの協力が得られるようにし
ている。また、新人のアーティストを支援する
活動もきわめて重要な事業として位置づけ、野
心的でスケールの大きな作品を実現しようとす
る若手を助けている。
当初、ARTSPACE の運営にはアーツ NSW が
パートナーとして参加していたが、2007 年、
ARTSPACE は事業計画と、ガナリービルディ
ング内の居住用・非居住用すべてのアトリエに
ついての全責任を単独で担うことになった。そ
の結果、アーティストの研究や新作の創作活動
に対する支援の大幅な強化が可能になった。ア
トリエを使ったアーティストインレジデンス事
業では、地元と国内外のアーティストにレジデ
ンスの機会を提供している。この事業では、レ

all residential and non-residential studios in
the Gunnery building, which had previously
been operated in partnership with Arts NSW,
significantly enhancing Artspace’s capacity
to support artists’ research and the development of new work. Through this studio program, Artspace provides residency opportunities for local, national and international
artists. These residencies are geared towards
promoting productive interaction between
resident artists and between artists and the
broader arts and non-arts communities.
Here, as in all its activities, Artspace exposes
NSW artists to the development possibilities
of international exchange and exhibition.
Artspace is highly active within peer networks on local, national and international

と築いている。たとえば、レジデンシャル・アー

levels. Nationally Artspace is a key member
of Contemporary Arts Organizations Australia (CAOs), with whose members it frequently partners on artistic, publishing and public
program activities. Internationally Artspace’s
peer relationships are strong and diverse.
For example, Artspace is an active and important member of Res Artis, the International Association of Residential Art Centres
and is in constant dialogue with international contemporary art and residency centres in the United Kingdom, United States,
Canada, New Zealand, Europe, Singapore,
Korea, China, Hong Kong, Taiwan and Japan.
Artspace utlilises these peer relationships
to develop projects of scale, establish and
grow networks of opportunity for the artists
it works with— particularly in the area of res-

トセンター国際協会（Res Artis: International

idencies—and to expand its audience reach.

ジデントアーティスト間の対話、あるいはアー
ティストとアート界やさまざまなコミュニティ
との間での対話を深めることを目指している。
ほかの事業と同様、アーティストインレジデン
ス事業も、NSW のアーティストに国際交流や
海外での展覧会の可能性を提供するものである。
ARTSPACE は、地元や国内外の同じような組
織のネットワーク内でも積極的な活動を展開し
ている。国内では、オーストラリア現代美術
組織ネットワーク（CAOs: Contemporary Arts
Organizations Australia）の主要メンバーとし
て、他のメンバー組織と共同でアート事業、出版、
パブリックプログラムの活動をおこなうことも
多い。海外の現代美術組織とも関係をしっかり

Association of Residential Art Centres）で 積
極的に活動している重要メンバーとして、英国、
アメリカ、カナダ、ニュージーランド、ヨーロッ
パ、シンガポール、韓国、中国、香港、台湾、
日本などの現代美術・アーティストインレジデ
ンス組織との対話を絶やさないようにしている。
ARTSPACE はこうした美術組織との関係を活
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Artspace’s multidimensional set of relationships extends to these diverse and expanding audiences. First, Artspace offers a
concentrated focus for local, interstate and

用して、大規模なプロジェクトをおこない、アー
ティストに、より多くの機会を与えるため（と
りわけアーティストインレジデンスの分野で）
組織間ネットワークを構築して発展させ、観客
層拡大にもつなげたいと考えている。
ARTSPACE は、増加を続ける多様な観客・来
館者とも多重・多元的な関係を築いている。ま
ず第一に、ARTSPACE が観客層の中核として
とらえているのは、地元、国内外の現代美術の
アーティストである。こうして ARTSPACE は
現代美術の最新の動向を追求するアーティスト
のためのプロの場所として機能することが可能
になるのだ。次に、ARTSPACE は上記以外の
あらゆるアート関係者、キュレーター、作家、
批評家を、地元や国内外から引きつけている。
彼らがここに集まるのは、キュレーター職につ
いての新しい考えや、ARTSPACE の多彩な活
動から生まれる新しい美術批評を直に知ること
ができる場所と認めているからである。第三
に、ARTSPACE はシドニー湾や植物園に近く、
国内外から多くの人が訪れるウールームールー
地区に位置しているため、地元住民や世界各地
からアート以外の関心でこの地区にやって来る
人々にとっても、ちょっと立ち寄ってみたい場
所となっている。さらに第四の観客層として、
ARTSPACE では小中高の生徒や大学生グルー

international contemporary art practitioners.
In this way, the organization acts as a profes-

プの来館とプログラムへの参加を呼びかけてい

sional locus for artists seeking out the latest

徒・学生のグループが特に関心を示すのは、オー

る。教育の延長として ARTSPACE を訪れる生

developments in contemporary art. Second,
Artspace attracts other arts workers, curators, writers and critics from local, national
and international contexts. Such audiences
are drawn to Artspace as a venue in which to
confront new ideas in curatorship and new
critical writing generated around Artspace’s
multiple contemporary initiatives. Third, Artspace’s location in Woolloomooloo, near to
Sydney Harbour, the Botanical Gardens and
other sites of general and overseas interest
makes it an inviting location for members of
the local community and for interested nonarts visitors from a great variety of international locations. Fourth, Artspace encourages
audience participation from primary and secondary schools and from university groups.
These groups have a pedagogical interest in
Artspace and in particular its highlighting of
the interconnectedness of Australian contemporary art and new global trends.
Developments or trends in public policy,
however subtle, do have their impact upon
the organization. The need to develop private
income streams to sustain or grow current
activity levels on a medium to long-term basis is a relatively new demand for the organization, in part responding to a more general
cultural move towards private-sector arts
investment. In addition, the financial stability, organisational capacity and professional
standards enabled by the Visual Arts and
83

ARTSPACE

ストラリア現代美術と世界の新しい潮流との対
比と両者の関係性である。
公共政策の変化やその傾向は、あまり目立たな
いとはいえ、ARTSPACE にも影響を及ぼす。
現在の中・長期的活動を維持し、さらに発展さ
せるため、民間からの資金の流れをさらに拡大
する必要が出てきたのは比較的最近のことであ
る。民間資金への依存度が高まりつつある一般
的な文化傾向の影響を少なからず受けたのだと
考えられる。また、VACS からの資金のおかげ
で、財政的な安定、組織の事業能力、プロとし
ての水準が保たれたわけだが、それと同時に、
公的機関がとくに重点を置く一般観客層の拡大
に努めなくてはならなくなった。外部に端を発
するこうした変化は ARTSPACE に大きな課題
をもたらすものではあるが、それは新しい貴重
なチャンスにもなる。同様に、オーストラリア
では、美術の高等教育や出版がますます数値評
価（学生数、研究成果の数、商業的に収益の上
がる出版物）を重視するシステムに組み込まれ
ており、その反動として ARTSPACE をはじめ
とする美術組織は、発想や対話の質を何よりも
重視する美術教育や美術出版のチャンスを提供
するようますます強く期待されるようになって
いる。しかし、こうした変化は文化に深刻な断
絶をもたらし、ARTSPACE にとっては使命や
目的を果たすためにはっきりと主導的な役割を
担うチャンスにもなり得る。そして次の段階で
は、これらのチャンスは広く外部にも影響する
ことになるだろう。大まかに言って、オースト
ラリアの社会・文化も現代美術の小宇宙的世界

Artspace Visual Arts Centre

Crafts Strategy comes with a new degree of
public sector emphasis upon audience development. Both these shifts in external factors provide challenges that are also significant new opportunities for the organization.
Equally, the increasing absorption of tertiary
art education and art publishing in Australia
into structures based on quantifiable outputs (student numbers, research outputs,
commercially profitable publications) places
increasing pressure on Artspace and peer
organizations to provide educational and
publishing opportunities that privilege quality of ideas and dialogue above all else. But
they also create crucial gaps in the culture,
opportunities for Artspace to adopt recognisably leadership roles that serve its mission
and goals. These opportunities in turn point
to a broader external factor. As both Australian society and culture at large and the
microcosm of the contemporary art sector
not only become ever more subject to but
increasingly accept value systems based on
commodity exchange, Artspace’s insistence
upon the value of ideas, process and critical
reflection require ever more fine articulation
so as to retain a cultural potency as a space
of alternative proposition, whilst resisting
dismissal by or disengagement from the centres of cultural power. Shifts in the normative
conditions of culture that may appear on one
hand to sideline value systems championed
by Artspace in fact offer quite particular opportunities for a finer, more efficacious definition of and profile for the organization.

も、商品取引を基本とする価値観に従属させら
れているだけでなく、進んで受け入れるように
もなってきている。したがって、ARTSPACE は、
主流とは一線を画すオルタナティブな提案がで
きる組織としての文化的な力を保つために、発
想やプロセスや批判的考察に価値を置く姿勢を
これまで以上に明確に打ち出さなくてはならな
い。その一方で、ARTSPACE のこだわる価値
が、文化の中心部から放逐されないように抵抗
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As it looks forward, Artspace will continue to
privilege ideas, process and cultural engagement over the production of discrete forms
of fine art: indeed, Artspace will expand its
work with artists to pursue the future potential of art as a paradigm for cultural development, in doing so consistently tending and
rethinking the legacies of avant-gardism and
recent histories of art as social praxis. In this

する必要もある。文化を取り巻く一般状況の多
くの変化はひとつの規範となり、ARTSPACE
が代表する価値観を脇に追いやるように見える

Artspace will continue to occupy unique territory within the landscape of contemporary
art in Australia.

が、われわれにとっては、より優れた、より大
きな効果をあげられる組織として自らを再定義
し、組織全体をつくり直す特別なチャンスにも
なるのである。
ARTSPACE は今後もさまざまな美術形式を
つくり出す際の発想、プロセス、文化的な関
与を重視していくことになるだろう。事実、
ARTSPACE は将来に向けた芸術の可能性を追
求し、文化の発展のためのパラダイムを模索す
るために、アーティストと共同でおこなう仕事
を拡大しようと考えている。と同時に、前衛主
義の遺産や近年の社会的実践としての芸術の歴
史を常に検討し、再考していきたい。この点で、
ARTSPACE はオーストラリアの現代美術界に
おいて、独自の立場を守り続けていくのは間違
いない。
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パフォーマンス・スペース

的な形式と内容を検討するまで、このスペース

Performance Space

行動を共にするアーティスト達が、既成の演劇

で行うことができる。この場所は、マリンズと
概念と上演方法を打ち破り、身体芸術と視覚芸
術、ニューメディア、フィルム、サウンドの境
界領域をリサーチする目的をもって始まったも

シドニー、オーストラリア / Sydney, Australia

のである。

ベック・ディーン / Bec Dean

以来、Performance Space は、地元地域、オー
Performance Space は、マイク・マリンズ（Mike
Mullins）が 1980 年代初期に立ち上げた（正
式には 1983 年設立）、アーティストによる、アー
ティストのための、包容力のある常設の空間で
ある。マリンズは、新しい形態の演劇を研究し
発表する場を確立しようとした。立地はレッド
ファーンのクリーブランド通り 199 番地。シ
ドニーのコンテンポラリー・パフォーマンス作
家がアイデアと戦略を議論する段階から、実践

How and why did it start?
Performance Space was established by Mike
Mullins in the early 1980s (and constituted
in 1983) as a space to explore and present

ストラリア国内、世界各国で認められている、

‘new forms’ of theatre. Housed at 199 Cleveland Street in Redfern, Performance Space
was created by and for artists as an affordable, permanent space for contemporary
performance makers in Sydney to explore
a practice driven by ideas and politics, an

特筆すべきは、ハイブリッドな実践の側面を持

Sean Cordeiro and Claire Healy Primary Producers 2007. Photo by Heidrun Löhr, Courtesy of the artists and Gallery Barry Keldoulis, Sydney

極めて多岐にわたる作品の制作と上演を支援し
てきた。ここは数千人単位のアーティストとそ
の作品、その数百倍の観客の拠点であり、最も
ちながら、無数の小さな試みに対しても忍耐強
い支援をしてきたことである。
2007 年 2 月、Performance Space は Carriage
Works（キャリッジワークス）に移った。キャ
リ ッ ジ ワ ー ク ス は、昔 の エ ブ リ ン・レ ー ル
ヤードにあり、アーツ NSW によってつくら
れた文化センターである。この印象的な建築
は、元 来、比 較 的 規 模 の 小 さ い パ フ ォ ー ミ
ン グ ア ー ツ 活 動 の た め に 建 て ら れ、現 在 は
Performance Space を含むいくつかのカンパ
ニーの拠点となっている。中でも Performance
Space は入居団体の中心的存在である。移転後、
Performance Space の観客は年間 20,000 人へ
と倍増した。そして今も変わることなく新たな
芸術的実践を支えるアーティスト主導の組織で
あり続けている。
Performance Space とはどのような場なのか。
それはまず、ジャンルを超えたアートの新しい
形式、観念、文脈を研究するための創造的空間
といえる。私達の焦点は、パフォーマンスによっ
て表現される芸術にある。それはパフォーミン
グアーツとビジュアルアーツの境を越えて、あ
らゆるものが影響を与えている分野である。私
達はアートが芸術形式の境界領域で実験を試み、
アーティストと観客の関係についての前提を揺
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exploration of form as well as content. The
artists working alongside Mullins set out to
challenge conventional notions of theatre
and representation, and explore critical intersections between performance and visual
cultures, new media, film and sound.
Since then, Performance Space has facilitated and accommodated an enormous variety
of work that has been recognised locally, nationally and internationally. We have been a
hub for thousands of artists and their work,
for hundreds of thousands of audiences, and
most significantly have created a profile for
hybrid practice and offered an endurance to
the obstinately ephemeral.
In February 2007, Performance Space moved
to CarriageWorks, a new cultural centre developed by Arts NSW in the old Eveleigh
Railyards. This impressive building was built
to serve the needs of the small to medium
performing arts sector and is now home to a
number of arts companies including Performance Space, which is identified as the ‘anchor-tenant’. Since the move, Performance
Space’s audiences have more than doubled
to 20,000 per year, while remaining artistcentred and committed to new forms of art
practice.
Who are we?
Performance Space is a creative space in
which to explore and experience new forms,
new ideas, and new contexts of interdisciplinary arts. Our artistic focus is on arts informed by performance, which draw their
influences from across the performing and
visual arts. We encourage art that explores
the intersections between artforms, questions assumptions about the relationships
between artist and audience, and engages
with the concerns of the ever-evolving society in which we live.
Our program is made-up of curated concept87
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るがし、我々の生きる、止まることなく進化す
る社会の関心に関わろうとすることを支援して
いる。
我々のプログラムは大きく分けると、あるコン
セプトに基づき企画するパフォーマンスとイン
スタレーションを行うシーズン、創造的実践を
発展させるアーティストインレジテンス、様々
な考え方や議論を世に問う会議の開催や出版等
で あ る。ま た さ ら に、Performance Space の

led seasons that include performances and
installations, residencies enabling artists to
creatively develop their practice, and contextualizing initiatives including discussions
and publications. Additional initiatives address areas of development that extend Performance Space’s reach and influence. These
projects are often about developing new audiences (from local to international), assisting otherwise excluded artists, or nurturing
new artistic practices.

守備範囲と影響力を広げる領域に対して議論を
発展させることもある。こういった事業は、し
ばしば新たな観客層（地元から国外まで）の開
拓であったり、支援がなければ活動できないアー
ティストへの支援であったり、新たな芸術実践
の育成に繋がるものである。
Performance Space は、シ ド ニ ー、オ ー ス ト
ラリア国内、国外の年間 300 人以上のアーティ
ストを受け入れている。われわれはジャンルを
超えた芸術分野の牽引者であろうとし、アーティ
ストと観客と、それを支えるインフラ構築のた

Performance Space employs over 300 artists
each year from across Sydney, Australia, and
internationally. We act as an advocate for the
interdisciplinary arts sector – speaking out
for artists and audiences and the infrastructures that support them. Performance Space
primarily works with independent artists
who either work alone or in small collaborative teams, and small independent artist-led
companies. The number of artists Performance Space works with has been increasing year on year.

めに声を上げている。原則としてに、私達は、
独立した個人または小規模な共同作業を行うアー
ティスト、アーティスト・イニシアティブの
カンパニーと仕事をする。現在、Performance
Space が受け入れるアーティストの数は年々
増加している。
Performance Space は、そのアーティスト主
導のアプローチと新たな形態の芸術実践への取
り組みが評価されている。Time_Place_Space
（2002-2009）は、国 内 ア ー テ ィ ス ト 育 成 に
特化したアーツラボラトリプロジェクトだが、
そのような萌芽的な段階のプロジェクトでは、
アーティストが思いきった実験をできるよう
にし、ジャンルを超えた交流を促進し、プロ
セスを結果と同様に重要視している。多様性と
差異は我々のプロジェクトの中心テーマであ
りつづけている。たとえば、Guillermo Gomez
Pena の The Museum of Fetish-Ized Identities
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Performance Space’s reputation is built on
our artist-centered approach and commitment to new forms of arts practice. Seminal initiatives such as Time_Place_Space
(2002–2009), a facilitated, nationally focused
arts laboratory project, have enabled artists
to experiment and take risks, encouraged
cross-artform exchange, and acknowledged
process as being as important as product.
Diversity and difference have been central
to many of our projects from Guillermo Gomez-Pena’s The Museum of Fetish-Ized Identities (2001 & 2003) to Ngalowah Murrytoola
(2008), a program of Indigenous performance from across NSW and There Goes The
Neighbourhood , which looked at processes
of gentrification in both local and international contexts. British-based Pacitti Company’s Finale (2008) and the exhibition Trace Elements (2008 & 2009) with Tokyo Opera City
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（2001&2003）か ら Ngalowah Murrytoola
（2008）のようなニューサウスウエールズの
地元密着のパフォーマンスプログラム、また
There Goes The Neighbourhood のような国内
的国際的な文脈での都市再開発プロセスをテー
マにする作品、イギリスを拠点にする Pacitti
Company の Finale（2008）と 東 京 オ ペ ラ シ
ティと共同開催した Trace Element 展（2008・
2009）などは、Performance Space が国際文
化交流の場であるという評価を決定づけた。
Performance Space の中核は、パフォーマン
スとインスタレーションとレジデンスの 3 つに
集約できる。アイデアの議論から作品発表ま
でをサポートすること、これが Performance
Space の使命とアーティストとの実作業の鍵
となる要素である。パフォーマンスプログラム
の内訳は、コンテンポラリーダンス、ライブアー
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Art Gallery have ensured that Performance
Space maintains its reputation as a site for
international exchange and dialogue.
Core activity – Performance,
Installation & Residency
Supporting work from conception to presentation is a key element of Performance
Space’s mission and commitment to working
with artists. The performance program comprises contemporary dance, live art, sound
and multimedia performance practices. Our
performance program is structured to enable us to engage with work over time, from
research to residency to production. Artists
may or may not bring financial resources to
our working relationship, in which case, we
may decide to commission work. Most of
the projects we produce involve individual
and groups of artists who have some level

Wade Marynowsky The Hosts: A Masquerade of Improvising Automatons 2009. Photo by Garth Knight, Courtesy of the artist.

ト、サウンドとマルチメディアパフォーマンス
である。ここでのプログラムは、リサーチから
レジデンス、プロダクションにいたる長期的な
関係を可能にするように形成されている。アー
ティストは我々と仕事をするにあたり財源を
もっている場合もあるし、そうでない場合もあ
る。いずれのケースでも、私達がコミッション
ワークを依頼することがあり得る。我々のプロ
デュースする大半のプロジェクトでは、アーティ
スト個人・団体は何らかの助成金を受けている。
「共催事業」においてはプロジェクトの芸術的、
財政的責任を Performance Space とアーティ
ストとの間で共有する。「主催事業」の場合は、
我々の側が責任を持って最終段階の作品を初演
する。アーティストに対しては、会場と付帯設
備を提供し、技術支援、マーケティング、広報
を行う。カンパニーやアーティストとの「共
催」では、経済的リスクの共有と制作コストの
折半が行われる。このような方法論の枠内で、
オーストラリア国内のパフォーマンス制作集団
とも長期的な連携を維持している。それは、例
え ば、Version1.0、de Quincey Co.、William
Yang、Martin del Amo、Rosie Dennis、Dean
Walsh、Julie Anne Long といったよく知られ
たグループもある。また、若手のアーティスト
を我々のプログラムに組み入れるプロジェクト
も発足し、長期的関係に発展している例も多い。
キ ャ リ ッ ジ ワ ー ク ス に 場 所 を 移 し て 以 来、
Performance Space のビジュアルアーツプロ
グラムはオーストラリアの現代美術作家で、広
い意味でジャンルを超えた活動をしていると考
えられる人達に作品を委嘱している。そういっ
たビジュアルアーツはサウンド、ニューメディ
ア、パフォーマンス、ダンス、テキスト、建
築、文学と結びつき、さらに、科学、歴史、社
会調査、社会参加などにかかわり、その学際性
ゆえに新たな方法で観客を巻き込むものがある。
Performance Space は、キャリッジワークの
ロビーに、その歴史と文化に反応するような、
いくつかのサイトスペシフィックな作品を委嘱
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of grant income. In a ‘co-production’ there is
a shared level of responsibility for the project both artistically and financially between
Performance Space and the artist. When we
‘present’ we commit to showing work in
its final stages of development and its first
public season, assisting the artist with the
venue and its resources, technical support
and marketing and publicity. When we ‘copresent’ with a company or artist, this indicates a shared risk financially, and an equal
contribution to production costs. Our working methodology has ensured that we have
maintained long-standing relationships with
some of Australia’s foremost performance
makers including Version 1.0, de Quincey
Co., William Yang, Martin del Amo, Rosie
Dennis, Dean Walsh and Julie Anne Long.
Performance Space also initiates projects
that invite emerging artists into our program,
with whom we often develop longer-term relationships.
Since moving to the CarriageWorks venue,
Performance Space’s visual arts program
has actively commissioned work by contemporary Australian artists who engage in
expanded forms of interdisciplinarity – in
the visual arts as it connects with sound,
new media, performance, dance, text, architecture, literature, science and history,
social research and participation and by virtue of their interdisciplinarity, of new ways
of connecting with and involving audiences
in their work. Performance Space has commissioned several site-specific works for the
CarriageWorks foyer that engage with its historic and cultural resonance. Special curatorial projects also take place as the result of
partnerships that evolve from the Associate
Director’s research, particularly in photomedia, cross-disciplinary new media practice
and speculative technologies. Recent past
and upcoming projects include: Trace Elements: Spirit and Memory in Japanese and
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してきた。また、とりわけフォトメディア、複
合ニューメディア、スペキュレイティブテクノ
ロジーでは、アソシエイトディレクターリサー
チから発展したパートナーシップの結果として
特別企画プロジェクトも行っている。直近のプ
ロジェクトとしては、Trace Elements 日豪写
真メディアにおける精神と記憶（飯田志保子、
元東京オペラシティアートギャラリーキュレー
ターとの共同企画）、Nightshifters、8 人のオー
ストラリア作家によるサイトスペシフィックビ
デオプロジェクト、また、Awfully Wonderful、
SF 的視点からアートとデザインを見る展覧会
などがある。
アーティストインレジテンスは、アーティスト
とクリエイターとのダイナミックな協働プロセ
ス支援として、我々の最も力を入れている部門
である。館内の人的資源と機材を活用しながら、
レジデンスプログラムは新しい作品創作の実践
的リサーチと創造的な発展を共に支援する仕組
みである。それは、アーティストにとっては同僚、
外部キュレーター、プロデューサーから貴重な
批評を受ける機会であり、公の場での様々な観
客の反応や技術的な整合性を実地テストする機
会でもある。レジデンスプログラムは、異なる
組織や協賛パートナーとの協働によってより豊
かなものとなり、生まれた作品は Performance
Space、また他の施設やフェスティバルなどで
も発表されることになる。
個別の企画プログラムについて以下に紹介したい。

ClubHouse
ClubHouse は新しい企画だが、批評的対話と
創造的交流を促し、分野を超えたアートのため
の議論と発言を行う場である。そこはうち解
けたクラブであり、会期中はいつもオープン
し、プロジェクトやイベントの関連プログラ
ムを開催する。参加型イベントや上映会、国
内外の若手あるいはすでに名声ある作家によ
るフォーラムやディスカッションも開催する。
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Australian Photomedia (co-curated with Shihoko Iida, Curator of Tokyo Opera City Art
Gallery); Nightshifters, a site-specific video
project with eight Australian artists and Awfully Wonderful, an exhibition that looks at
art and design through the aperture of science fiction.
Our well-established residency program
forms a key part of our commitment to supporting dynamic collaborative processes between artists and creative teams. Using inhouse resources in terms of personnel and
technical equipment, the residency program
supports both practice-based research and
the creative development of new work. It
provides an opportunity for artists to receive
important critical feedback on works in development by their peers, external curators
and producers, and to audience-test complex
platforms and technological interfaces for
public interaction. The residency program is
enriched by a number of organisational and
funding partnerships that result in new works
being presented by Performance Space and/
or other institutions and festivals.
Initiatives and Programs
ClubHouse
Our new initiative, ClubHouse is a home for
critical dialogue, creative exchange, conversation and revelation about interdisciplinary
arts. It is an intimate club-space that operates
during our seasons and houses an extended
program of projects and events, including
participatory art projects, screenings, forums
and discussion groups lead by local, international, emerging and established artists. The
idea behind ClubHouse was to create a space
in which artists and audiences could decide
the shape and nature of its program through
active participation.

Marley Dawson and Christopher Hanrahan ECR 2008. Photo by Garth Knight, Courtesy of the Artist.

ClubHouse の企画は、アーティストと観客が
積極的な関わりを通じて、そのプログラムの
形式と性質を決めていける空間を提供すると
いうことから始まった。

NightTime
Performance Space の 小 品 を 発 掘 す る 公 募
プ ロ グ ラ ム で あ る。2010 年 に 4 年 目 を 迎 え
る。独立したアーティストのチームによるキュ
レーションで館のスタッフも手伝いながら、
NightTime はコンテンポラリーアートの最先端
を取り上げ、オーストラリア中から楽しくかつ
批評的で、考えさせられるような作品を夜の
時間帯に上演する。2010 年には、Hazelhurst
Regional Gallery と提携し、NightTime をニュー
サウスウエールズの 5 つの地元ギャラリーで巡
演し、パフォーマンスとビジュアルカルチャー
の関わりについての対話を行う予定である。

NightTime
Performance Space’s open-call platform for
new short works is called NightTime, and it
enters its fourth year in 2010. Curated by a
team of independent artists and assisted by
Performance Space staff, NightTime pushes
at the edges of contemporary arts to deliver
nights of playful, critical and confronting
work from across Australia. In 2010, Performance Space is working Hazelhurst Regional
Gallery to bring NightTime to five regional
gallery venues in NSW, engaging them in
dialogues about the intersections of performance with visual culture.
IndigeLab
IndigeLab is a two-week residential workshop/laboratory for Indigenous artists who
work in different artforms. Inviting the participation of artists from around the nation,
Indigelab creates a challenging environment
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IndigeLab
IndigeLab は、いろいろなアートフォームで活
躍する地元アーティストのための 2 週間の滞在
型ワークショップである。国内各地から参加を
募り、IndigeLab は、交流、実験、発表の刺激
的な環境をつくり出す企画である。IndigeLab
は、ニューサウスウエールズ南海岸のアーティ
ストインレジテンス施設である「バンダノント
ラスト」で、同トラストの支援の元に行う。こ
の企画では、参加者が様々な文化背景と芸術分
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of exchange, experiment and play. Indigelab
takes place at the Bundanon Trust on the
South Coast of NSW, and with its support.
IndigeLab provides participants with the opportunity to build a community amongst Indigenous artists working in different cultural
practices, who come from different cultural
institutions and work in different art forms.
The program is designed to develop the
skills and confidence to work in an interdisciplinary context and work collaboratively.

野で活動する地元アーティストとコミュニティ

を形成する機会を与えられる。このプログラム
は、学際的コンテキストでコラボレーションを
行うスキルと心構えを養成することを目的にし
ている。

Time_Place_Space
Time_Place_Space の目的は、オーストラリア
人アーティスト向けに、これまでにないような
専門的、創造的な調査と事業展開の機会をつく
り出すことである。もともとは、オーストラリ
アカウンシルのニューメディアアーツ委員会の
主導で始まったものだ。2002 年から 2006 年
の間で 5 回の Time_Place_Space ラボラトリー

De Quincey Co. RUN 2009. Photo by Mayu Kanamori, Courtesy of de Quincey Co.

が Performance Space により実現した。参加
アーティストたちはアイデアを出し合い、あら
たな人間関係を構築し、よく整備された実験環
境下で未知の領域との関わりをもつという貴重
な機会が与えられた。そこで、ハイブリッドな
パフォーマンスに挑戦し、支援することを目指
すモデルのアウトラインをつくることができた。
最初の 2 回のラボは、ニューサウスウエールズ
地方のウォガウォガにあるチャールズスタート

Time_Place_Space
Time_Place_Space was established to provide the kind of professional and creative
research and development opportunities
for Australian artists not previously available. It was an initiative of the New Media
Arts Board of the Australia Council. Between
2002 and 2006, five T_P_S laboratories were
implemented by Performance Space, creating a blueprint for a model that sought to
develop, challenge and support hybrid performance practice by affording the participating artists a rare opportunity to explore
ideas, make new connections, and negotiate
unfamiliar territories in a well-resourced,
critical laboratory environment. The first two
laboratories were held at Charles Sturt University in Wagga Wagga (regional NSW); the
third and fourth at AC Arts in Adelaide, South
Australia; and the fifth and final workshop
was held at QUT Creative Arts Precinct in
Brisbane, Queensland.

アーティストのラインナップで構成されている。

LiveWorks
LiveWorks is a bi-annual weeklong intensive
series of intimate events situated around the
vast and also the tiny spaces of CarriageWorks. It is created by an extraordinary lineup of artists working at the intersections of
visual arts, sound and performance cultures.
In LiveWorks 2008, artists from London,
Bristol, Oslo, Melbourne, Perth, Broome and
Sydney participated. The works in this program explored the permeable relationship
between artist and audience and experimented with the idea of intimate spectacle

LiveWorks2008 では、ロンドン、ブリストル、

and liveness.

大学で行われた。第 3 回、4 回は南オーストラ
リア、アデレードの AC アーツで、第 5 回と最
終回のワークショップは、ブリスベンの QUT
クリエイティブアーツ特区で開催された。

LiveWorks
LiveWorks は、キャリッジワークスの大小の空
間での親しみやすい、軽いイベントを隔年で 1
週間程度開催するプログラムである。ビジュア
ルアーツ、サウンド、パフォーマンスの優れた

オスロ、メルボルン、パース、ブルーム、シド
ニーからの参加があった。このプログラムの趣
旨は、アーティストと観客をいかに親密なもの
にし、いかに親しみのある、生きいきとした作
品をつくるかを実験することである。

Point
Point is a new publication from Performance
Space. Falling somewhere between a brochure and a zine, Point includes full details of
works in our seasons and creative contributions both commissioned and sought from
artists and writers.
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Point
Point は、Performance Space の出版事業であ
る。冊子と雑誌の間くらいの出版物を目指して
いる。1 シーズンに上演される作品の詳細な説
明と、アーティストとライターによる寄稿で構
成されている。
財 政 的な成り立ちについて
Performance Space は、国内外で大きな注目
を集めている文化施設であり、熱心なスタッフ
と経営陣、活動的なアーティストと様々な観客
層、企業と株主との間で良好な協力関係を維持
し て い る。Performance Space は、公 的 債 務
保証付きの有限責任法人であるため、経営者会
議による決済を受ける。2010 年 1 月現在、8
人からなる経営陣（法的に 12 人まで持つこと
ができる）がいる。経営会議は年に 9 回開かれる。
うち 1 回は年次戦略会議である。さらに、分科
部会が機能している。たとえば、財政部会、マー
ケティング & 資金調達部会、雇用部会、また経
営陣個々による様々なフィランソロピー活動が
ある。スタッフは 13 人、うち 8 人はフルタイム、
5 人はパートタイム、プラス会計士がいる。
Performance Space は、オーストラリアカウ
ンシルとアーツ NSW から 3 年単位の助成と、
起業資金の財政支援を受けている。また、地
元自治体からの小さな資金助成も受けている。
助成金以上に、各事業からの収益を増やすこ
とにも尽力している。とりわけ、2010 年から
2012 年の 3ヶ年に、フィランソロピーによる
収益を毎年 10% ずつ上げていくことを目標に
している。
今 後の展 開
何よりも、芸術は変わっていく。アーティスト
は芸術形式を定義する既存の枠組みを乗り越
えていく。観客は 21 世紀の問題に関わる新た
な体験を求めている。ジャンルを越えた芸術
は、今や中核の課題であり、オーストラリアで、
Performance Space がトップランナーである。
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How is it managed financially?
Performance Space has excellent local and
national profile, a dedicated staff and Board,
active artist and audience communities and

私達は実践の「新たな形態」を探求し、発表

supportive relationships with industry partners and funding stakeholders.

している。キャリッジワークに移ってからと

Performance Space is a company limited
by guarantee. It is governed by a Board of
Directors. As of 1 January, 2010 there are
eight Directors (Performance Space is legally
constituted to have up to 12 Directors). The
Board meet nine times each year, including

する為に設立された組織であり、この探求が
今も活動の核である。そしてますます我々の
関心はアーティストと観客の関わりにシフト
いうもの、観客は倍になった。私達は観客に
ユニークな体験を提案することでより大きな
客層を獲得していきたい。
次 の 3ヶ 年 に、Performance Space は 我 々 の
文化の最先端を切り開くだろう。Performance
Space の活動によって、アーティストはプラッ

an annual strategic planning day. There is
an active subcommittee structure, including: Finance Subcommittee, Marketing and
Fundraising Subcommittee, Employment
Subcommittee, and Board ‘drivers’ for various philanthropic projects.
We employ 13 staff members including eight
full-time positions and five part-time positions, and a contractor for financials.

トフォームを越え、習慣や環境を越えて制作し、

Performance Space receives substantial support from both the Australia Council and Arts
NSW through triennial, project and specialinitiative funding. Performance Space also
receives a small amount of Local Government funding. Beyond this funding, we are

今 や 完 遂 し つ つ あ る。我 々 は「Performance

新たな観客を獲得する方法を見いだすだろ
う。すでにコンテンツが飽和状態にあり、か
つ時間に追われる現代社会で、観客は本物の
変化に富んだ体験を求めている。Performance
Space はこの欲求に応える準備がある。
Performance Space は、真に何をすべきかを
考え直した結果、2007 年以来開始した変革を

artist-led organization and we retain a strong
artist-centred identity. More and more we
are concerned with the engagement between
artists and audiences. Since moving to CarriageWorks our audiences have doubled and
we will continue to grow our audiences by
offering unique experiences.
Over the next three years, Performance Space
will continue to push at the edges of our culture. We will enable artists to work across
platforms, practices and environments, and
to find new ways to engage audiences. In
our content-saturated and time-poor culture,
audiences are seeking authentic and transformative experiences and Performance
Space is well placed and ready to meet this
challenge.
Performance Space will now complete the
transition we have made since 2007 by refocusing our identity. We seek to redefine
‘Performance Space’ not as a venue but as a
creative space.

Space」を単にいち会場としてではなく、何
かを生み出す場として再定義していこうと思う。

committed to increasing income from other
sources. In particular, we aim to increase
our philanthropy income by 10% each year
for the next three years (2010-2012).
Impact and future perspectives
The arts are changing – artists are blurring
and defying the boundaries defining artforms and audiences are seeking new experiences more relevant to the 21st century. Interdisciplinary arts are now centre stage and
in Australia, Performance Space has led the
way. An organisation established to explore
and present ‘new forms’ of practice and this
investigation, this remains central to our activities. Performance Space’s history is as an
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コンストエピデミン

ストが入居し始めた。2010 年までには様々な

Konstepidemin

かれ、現在 105 室のスタジオが使用されている。

芸術分野から 130 人以上のアーティストが招
こうした主軸の活動に加えて、以下のような機
能をあわせもっている。
ギャラリー・コンストエピデミン : それぞれ異な

ヨーテボリ、スウェーデン / Göteborg, Sweden
マリア・リンドベリ/ Maria Lundberg、ベーリット・ヨンスヴィック/ Barit Jonsvik

る特徴を持つアーティストの運営するギャラリー
空間。ギャラリー・コンストエピデミン（155
平米）、ボイラー室（Pannrummet）、洞窟部屋

コンストエピデミンは 1987 年に開設された。
スウェーデン第二の都市ヨーテボリでは、中心
地にあるいくつかの古い住居が解体され続けて
いて、安価な制作場所が必要なアーティスト達
にとっては困難な状況にあった。そのような中、
2 人の建築家と 2 人のアーティストにより、空
き家であったかつての流行病のための病棟が発
見された。15 の建物からなり 1884 年設立の
歴史あるものであった。市との交渉の末、コン
ストエピデミンは創設され、1987 年にアーティ

Konstepidemin started in 1987. Some of the
old living quarters in the centre of Göteborg

（Bergrummet）、Pid ウ ェ ブ ギ ャ ラ リ ー、そ し

had been demolished. It was a difficult situation for artists in need of cheap working
places. The former Epidemic hospital buildings stood empty when two architects and
two artists ”discovered” the place, which
consists of 15 houses, the oldest from 1884.
After negotiations with the City, Konstepidemin was established and the artists started
to move in 1987. In 2010 we host over 130

ら成る。その展覧会プログラムは多様性と現代

gallery Hnoss でのスウェーデン人装身具アーティスト Hanna Hedman 2010 年 / Swedish jewellry artist Hanna Hedman at gallery
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て実験的な作品制作の可能性を持つ屋外空間か
性を重視している。

Hnoss - 装 身 具 ギャラリー:Hnoss は 1997
年より開始された。現代の装身具における広範
な表現を見いだすための、国際性を持たせた展
覧会プログラムである。
ゲストスタジオ : 海外のアーティストに優先的
に貸与される 5 室のゲストスタジオがある。ス

artists from various art fields in 105 working
studios.
Galleri Konstepidemin. An artist-run art
scene which consists of spaces with different
characters; Galleri Konstepidemin (155m2),
the Boiler room (Pannrummet), the Cave
room (Bergrummet), Pid web gallery (www.
konstepidemin.se/pid) and the outside area
with possibilities for experimental artworks
to grow. Diversity and contemporary are essential in our exhibition programme.
Hnoss - gallery for jewellery. Hnoss started
in 1997. Its internationally oriented exhibition
programme shows the wide range of expressions found in contemporary jewellery.
Guest Studios. Five guest studios are available, primarily intended for international artists. The studios are up to a total of 80m2 They
have integrated living space with all basic
facilities including internet, TV-set, Cd-player

コンストエピデミンでのオープンハウスの日 2009 年 5 月 / Open house-day at Konstepidemin in May, 2009
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タジオは一番広い部屋で 80 平米の広さを持つ。
皆で集まることのできる居間には、インターネッ
トやテレビセット、CD プレーヤー、自転車と
いった全ての基本的な設備が整っている。版画
の工房、暗室、コピー機やランドリールーム等
もあり、ウェブサイトで部屋の図面と写真を見
ることができる。
私達はあらゆる世代の人々をアートの世界に招
こうという心構えでいる。各ギャラリーでは毎
年約 30 の展覧会を行っている。演劇と音楽の
パフォーマンスが観客を動員し、レストランが
日常の会合の場となる。若者や子供のためのワー
クショップのプログラムもおこなっている。アー
ティスト達は基本的に来客に対してはスタジオ
を開けており、例年のオープンスタジオの日を
常に人々は楽しみに待っている。
コンストエピデミンはスウェーデンの助成金プ
ログラム Iaspis とヨーロッパの作家交換プロ
グラム Peja の双方によって支援されており、
国際的なネットワーク組織である Res Artis と、
Trans Europe Halles のメンバーでもある。
コンストエピデミンは非営利団体であり、経営
はスタジオスペースの家賃収入によってまかな
われている。活動資金はヨーテボリ市からの毎
年の補助金で補われている。さらに特殊なプロ
ジェクトに関してはヴェストラヨータランド地
方（Västra Götaland= ヨーテボリを中心とし
た地域）からの寄付も受けている。
コンストエピデミンはヨーテボリ市とスウェー
デンの文化芸術シーンの活動的な部分を担って
いる。それに加え、スタジオの賃貸といったアー
ティストにひろげられた公的活動もおこなって

and a bicycle. Printing workshop, darkroom,
xerox and laundry room in the area. Plans
and photos on the website.
We keep in heart to welcome people of all
ages into the world of art. The galleries show
around 30 exhibitions every year. Theatre
and music performances bring visitors, and
not least, the restaurant, a daily meeting
point. We run workshop programmes for
young people and children. Artists keep their
studios open for visitors on a regular basis
and the annual open day is always looked
forward to.
Konstepidemin co–operates with the Swedish grant programme Iaspis and the Europeian exchange programme Peja and is a
member of Res Artis (www.resartis.org) and
Trans Europe Halles (www.teh.net).
Konstepidemin is a non-profit organisation,
the rent income pays for the administration
of the properties. Our public activities are
covered by yearly subsidies from the City
of Göteborg. We also receive contributions
from region Västra Götaland for specific
projects.
Konstepidemin takes an active part in the art
and culture scene in Göteborg and Sweden.
We have extensive public activities in addition to our studio rentals.
We intend to increase our presence in the
region and participate in temporary events
and also intensify our role in the cultural life
in Göteborg. International collaborations are
also very important to us.

いる。また地域における役割として、イベント
への参加をさらに呼びかけるなどして、ヨーテ
ボリにおける文化的な生活を牽引する役割を大
きく強化しようと試みている。また同時に、国
際的なコラボレーションも、私達にとって非常
に大切な活動のひとつである。
国際現代芸術ビエンナーレのサテライトであるコンストエピデミンで出品する日 本人アーティスト池田光宏 2009 年
Japanese
artist Mitsuhiro Ikeda took part in Konstepidemin satellite in International Biennial for Contemporary Art, 2009
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トゥズラクタ ー

Tűzraktér
ブタペスト、ハンガリー / Budapest, Hungary
アグネス・シモール / Ágnes Simor

トゥズラクターは専門的な知識をベースにした
組織として、世界中のオルタナティブな文化施
設からの支援を受けて設立された。その目的は、
都市の中で感性、経験、興奮、情報が集中した
空間となって、現代美術と社会のつながりを見
出すことにある。このアートセンターは実験の
場、多様な文化が出会う場であるとともに、コ
ミュニティ・スペースでもある。また、有機的
な組織体として、与えられた環境に自分たちの
組織を適合させるよう努めるが、それと同時に

Tüzraktér was founded with the professional
knowledge and support of independent cultural centers around the world. It aims to be
a concentrated urban space in sensitivity, experience, enthusiasm and information that
discovers the linkage between contemporary
art and society. We are a terrain for experiment, a cultural joint, a community space, a
built organism. We try to adapt to the given
circumstances, and develop by renewing our
structure from time to time.

組織を漸次新しくしていきながら発展すること
を目指している。
あるフランス人建築家が、西欧でよくある建物
の不法占拠という手法でオルタナティブなアー
トセンターを開設することも可能だという事実
を示し、これがハンガリーの一部のアーティス
トの関心を引いた。こうして 2004 年にアート
センター設立が計画され、1 年におよぶ長い準
備が始まると、その計画は多くのアーティスト

The attention of a group of Hungarian artist
was drawn by a French architect to the fact
that it would be possible to open an independent cultural center following the western scheme of squatted houses. The one year
long preparation started in 2004 and during
the process numerous artists learnt about
this plan and joined to the organizer team.
An abandoned industrial building was offered by its owner to this purpose.

の知るところとなり、彼らも組織に参加し、関
わるようになった。そして、放置されていた古
い産業施設がその所有者からアートセンターに
提供され、活動の本拠になった。
2005 年 6 月、トゥゾルトー通りにトゥズラク
ター・オルタナティブアートセンターがオープ
ンした。最初の 2 年間、春から夏の時期はアー
トセンターとコミュニティ・スペースとして活
動し、冬期はセンター以外の場所で数々のフェ
スティバルを開催するという活動形態をとった。
2005 年には展覧会を 6 回開き、180 人のアー
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Tüzraktér Independent Cultural Center opened
its gates in June, 2005 inTüzoltó street. For two
years the art center and community space has
operated in the spring and summer season.
At winters it organized festivals at other locations. In 2005 there were 6 exhibitions with
180 artists, 64 theater plays, 10 dance shows,
147 concerts, 2 circus performances, 13 performances, 5 literary evenings, 7 lectures, 8
festivals (national and international) and 5
fashion shows. All artists including international ones performed for free in order to help
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るアーティストハウスとして、アーティスト
にスペースを提供する活動もできるようになっ
た。センターの建物は、国の文化遺産になって
いた廃校で、これはブダペスト市と市の第 6 区
（Terézv áros）当局から提供されたものである。
トゥズラクターでは、あらゆる芸術表現、芸術
様式、そして多様なクロスオーバーが毎日展開
されている。現在、同センターは 300 人以上
のアーティストにアトリエを提供しており、な
かには特別な作品制作のために海外からやって
ティストが参加した。演劇の上演を 64 回、ダ
ンス 10 回、コンサート 147 回、サーカス 2 回、
その他のパフォーマンスも 13 回上演し、文学
の夕べ 5 回、講演会 7 回、8 つのフェスティバ
ル（国際的なものも含む）と 5 つのファッショ
ンショーを開催した。ハンガリーだけでなく、
海外からのアーティストも全員がアートセンター
の発展を支援するために無償で参加してくれた。

vivify the cultural center.
The organization behind Tüzraktér is Art Sector Foundation that operates from 2001. The
original aim of the foundation is to support
young emerging artists, to help form the visual culture of the youth and to educate children in need. With the founding of Tüzraktér
this concept widened.

きて短期滞在するアーティストもいる。また、
プロのアーティストのためのワークショップを
実施すると同時に、子どもたちや一般の人々の
ための事業も定期的におこなっている。すでに
地位の確立したプロのアーティストと仕事をす
るだけでなく、プロの道を歩み始めたばかりの
若手を後押しする活動もおこなう。展覧会、演
劇、サーカス、ダンス、コンサート、文学に関
するイベント、書籍紹介、公演、シンポジウム、

トゥズラクターの活動を支える組織がアートセ
クター財団である。この財団は新進の若手アー
ティスト支援、若者の視覚文化形成の促進、恵
まれない子どもたちのための教育等を目的に
2001 年から活動している。トゥズラクターが
設立されたことで、財団の活動範囲も拡大した。
2008 年にトゥズラクターはヘゲドゥ通りに移
転したが、それを期に単なるアートセンター
としてだけでなく、ブダペスト都心部に位置す
104

When Tüzraktér had to move to a new location to the Hegedű street in 2008, it became
not only a cultural center but an artist house
in the middle of downtown in Budapest. The
old abandoned school building that is part of
the national heritage was offered by the local
government of the 6th district (Terézv áros)
and by the city of Budapest.

差別撤廃のためのプログラム、フェスティバル、

All mediums, artforms and crossovers can

めに、できるかぎり独立したオープンな組織で

be seen at Tüzraktér on a daily basis. We pro-

あろうと努めている。これこそが社会や文化の

ファッションショー。毎日繰り広げられるこれ
らの多彩な事業が人々をセンターに引きつけて
いる。また、同センターは乳幼児を気便う場所
として、子どものための遊び空間やおむつ交換
台も設けている。
トゥズラクターは生きた組織として機能するた

vide studios for more than three hundred
artists right now but there are international
artists coming here for shorter period of time
to create a specific project. We also provide
workshops for professionals but there are
regular activities for the wider audience and
for children as well. Among our artists there
are more established ones but we also encourage those who are at the beginning of
their artistic career. There are exhibitions,
theater plays, circus performances, dance
performances, concerts, literary events, book
introductions, lectures, conferences, equality programs, festivals, fashion shows waiting for the audience in our center on a daily
basis. It is also a baby-friendly place with a
children space and changing table.
As Tüzraktér functions as a living organism,
we try to keep it as independent and open as
possible. This is the only way it can react instantly to the social and cultural changes. The
center supports itself from several sources.
One of our main sources of income are hospitality and the theater operational found of
the Ministry of Education and Culture. It is
supplemented with various tenders (national
and international) for culural grants. We are
proud that we are partially self-sufficient, and
after years of voluntary work, now we can
provide a small salary for the technical staff
and for the organizers. But it is important to
emphasise that it means a lot of work for a
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変化に素早く対応できる唯一の方法なのである。
センターを支える財源は複数あるが、主たる収
入源のひとつは教育文化省からの手厚い補助と
劇場運営に給付される資金である。それを補う
のが、国内のあるいは海外からの文化助成だ。
われわれは部分的には自分たちだけの力で運営
していることを誇りに思っている。この数年間、
センターの技術スタッフや事務局スタッフは無
償で仕事をしてきたが、今では彼らにささやか
な給与を支払うことができるようになった。だ
が、僅少な給与で莫大な仕事をこなしているの
が現状であることは、声を大にして言っておき
たい。このような状況が可能であるのは、ひと
えにスタッフがセンターの活動を有意義である
と確信しているからにほかならない。また、セ
ンターのウェブデザイン、広報、マーケティン
グ、資金集めなどは依然として無償の奉仕活動
としておこなわれている。
しかし、それでもセンターは高い水準の芸術性
を追求し、アートに対する独自のアプローチを
おこなおうと努めている。センターは文化的な
出会いの場、人々と芸術表現をつなぐ場を提供
し、斬新で創造的な思考が生まれ出るよう促し
てもいる。また、いかなる差別にも反対し、異
なる文化間の相互理解をもたらそうと努力して
いる。
将来的には、都市のなかでセンターの存在感を

very small salary and this situation is accepted by our staff only because they believe in
the good cause this center represents. Also
there are still areas we have to deal with voluntarily such as webdesign, public relatinos,
marketing, sponsorship etc.
But still, the center tries to represent high
standard, and a unique approach in arts. We
provide a cultural meeting point, a space that
connects people and mediums. We encourage innovative and creative thoughts. We
fight against every form of discrimination
and try to bring understanding among different cultures.
In the future we would like to strengthen our
presence in the city and we would like to
widen our art educational program by getting
special accreditation. We would like to be a
methodological center for art education. We
also find it important to form our enviroment
to a better and greener place. So we started
to think together with the local government
about turning the surrounding of Tüzrakter a
green pedestrian street. In this concept Tüzraktér would be an open community garden
that provides a green space for relaxation in

レッドハウス・センター

Red House Centre
ソフィア、ブルガリア / Sofia. Bulgaria
ツベトリーナ・ヨシフォーヴァ / Tzvetlina Iossifova

文 化 と 討 論 た め の レ ッ ド ハ ウ ス（The Red
House for Culture and Debate）は、ソフィア
の社会文化センターである。デシスラーヴァ・
ガブリローヴァとツベトリーナ・ヨシフォーヴァ
が設立したブルガリアの法人団体、ガリバー・
クリアリング・ハウス財団のプロジェクトとし
て始められた。
レッドハウスのミッションは、政治社会学的、
芸術的文化的プログラム、及び社会問題に関わ
る教育プログラムを企画運営することである。

Mission
The Red House Centre for Culture and Debate is a socio-cultural centre in Sofia. It is
a project of Gulliver Clearing House Foundation – a Bulgarian legal body established
jointly by Dessislava Gavrilova and Tzvetelina Iossifova. The Red House organises and
presents socio-political, artistic, cultural as
well as socially engaged and educational
programmes. The organisation stimulates
the development of independent sector of

the middle of downtown. We also planning
to open an information spot here, and create
a cultural map for foreigners.

高めると同時に、教育機関としての認定を得て、
芸術教育事業をさらに拡大し、芸術教育の教授
法研究センターにしたいとも考えている。また、
われわれを取り巻く環境を改善し、緑を多くす
ることも重要だとの発想から、トゥズラクター
周辺を緑豊かな歩行者区域にするために地方行
政府と協議を始めたところである。この計画で
は、トゥズラクターとその周辺はコミュニティ
の公園としてすべての人に開放され、都心でく
つろげる緑の空間になる。また、センター内に
情報スポットを設置し、外国人のための文化マッ
プを作成しようとも考えている。
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具体的には、ブルガリアではあまり知られてい
ない、芸術文化、社会活動とその実践及び方法
論を紹介することである。それはブルガリアの
現代芸術の世界で活動するグループに刺激を与
え、ブルガリアの芸術と文化の美学的な評価軸
を広げ、多様な組織・運動体のあり方を探り、
多元的な文化を育成しようとするものである。
また、社会問題を政治的な視点から討論する場
をつくり出すことを重要なミッションと考えて
いる。そのため、様々な社会的トピックを取り
上げて、十分な情報発信が行き届く環境を整備
し、批評的思考と公的な議論を喚起してきた。
同時に、いろいろなコミュニティーの成長を支
援しつつ、コミュニティー間の対話を促進して
いる。
ま ず、政 治 社 会 的 プ ロ グ ラ ム は、公 開 討 論、
レクチャー、政治社会学的分析の発表などで
ある。現在重要な政治的、社会的、文化的なテー
マでありながら、社会やメディアで十分に議
論されていないことに焦点を当てる。レッド
ハウス主催で、社会一般と関わるトピックに
ついて、著名な知識人の公開レクチャーを行
うこともある。そういったレクチャーは、新聞、
雑誌に掲載されたり、レッドハウスの刊行物
として出版される。
芸術、文化プログラムでは、舞台芸術、視覚芸
術、映画、音楽、文学、ニューメディアの各分
野で実験的試みを支援している。独立したグ
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the contemporary art in Bulgaria, provides
training in less known fields and methods
in the arts, culture, social activities and prac-

ループの公演や、コンテンポラリーなビジュア

tices in Bulgaria, contributes pluralism in the
aesthetical and organisational forms in arts
and culture in Bulgaria, develops group culture and processes, through presentation of
various social topics creates environment for
adequate publicity, develops critical thinking
and public speaking, stimulates the development of verious communities and the dialogue between them, stimulates politicallysocial debate.

ウスが自主制作する作品の上演、持ち込み企画

Programmes and Activities:
Political and Social Programmes
The public debates, lectures and presentations of socio-political analyses focus the
attention on important political, social and
cultural issues which are not sufficiently
discussed in society and media. As a part of
its political and social programmes The Red
House organises public lectures of prominent intellectuals on topics which concern
society in general. The lectures are published
in newspapers and magazines or in in-house
publications.
Arts and Culture Programmes
The Red House is a place for artistic experiments in the field of performing and visual
arts, film, music, literature and new media.
The Centre organises performances of inde-

ルアートの展覧会、今日の文化と芸術をめぐる
レクチャーや討論会を主催するほか、レッドハ
による演劇公演、コンサート、展覧会などが主
なものである。また、ブルガリアと海外のアー
ト・ドキュメンタリーと実験映画、最近 10 年
のパフォーミングアーツの発展を記す重要な作
品のビデオ等も紹介している。
社会教育プログラムは、芸術団体が創作プロセ
スの中で扱う力と効果の関係を発展させ、企画
を立てている。それは芸術団体のような閉じた
コミュニティーに限られるのではなく、社会一
般に通じる関係であると考えている。レッドハ
ウスの社会教育プログラムの対象は、社会にお
いて最も弱い立場の人々である。2004 年末ま
で、このプログラムは、社会の中で親のケアを
受けられない子ども達と若い世代における差別
の撤廃に焦点をあてていた。その後、対象が次
第に拡大し、そこまで厳しい状況にない社会的
グループの保護と就業についてもテーマを広げ
ている。また、主な教育プログラムとし、新ブ
ルガリア大学と提携して行っている芸術心理社
会学の修士課程講座を発展させたものがある。
ここで、レッドハウスの特徴的な建築と改修の
経緯について説明したい。
ソフィア市の中心部に位置しているこの建物は、
元々は著名なブルガリア人彫刻家、アンドレイ・

pendent groups, exhibitions of contemporary visual artists, lectures and discussions
on contemporary art and culture. The Arts
and Culture programmes of The Red House
features own productions, theatre performances of independent groups, concerts
and exhibitions. The Red House also presents the Bulgarian and international trends
in the development of documentary and experimental art cinema as well as video films
of key performances - milestones in the development of the performing arts in the last
ten years.
Social and Educational Programmes
The social programme of the Red House
develops the idea about the power and effectiveness of the group creative and artistic
processes, as well for the community life as
for the society at large. The programme targets most vulnerable groups of the society.
Until the end of 2004 the focus is entirely on
the social integration of children and young
people, deprived from parental care living in
social institutions. In the years to come the
target group gradually widens also towards
prevention and work with social groups in
less acute risk.
The main element of the educational programme of the Red House is the development of the Master Degree Programme in
Artistic Psycho-Social Practices – a joint programme with the New Bulgarian University.
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ニコラフの住まいであった。アンドレイ・ニコ
ラフは、1878 年 5 月 12 日ブルガリアのヴラ
ツァに生まれ、ソフィアでボリス・シャッツに
師事して美術を学んだ後、政府の奨学金でパリ
に留学、研究を続けた。1914 年、ローマに移
り、ローマの自由芸術アカデミーのメンバーに
なった。アンドレイ・ニコラフは、1914 年か
ら 1927 年までローマに滞在し、その後ソフィ
アに戻り自宅兼アトリエを建てた。それは彼の
彫刻制作のための空間であると同時に、「イタ
リア的精神」を内包した、幸福な家族生活のた
めの場所でもあった。
1959 年、彼の死後、この家は文化省に寄贈さ
れ、公的な文化活動を行う場所として活用され
た。この建物は、訪れる人達に全ての偏見から
自由になることを促す「イタリア的精神」に溢
れている。設計は、当時のブルガリアの最も優
れた建築家のひとり、イヴァン・ヴァシーリョ
フである。イヴァン・ヴァシーリョフは、イタ
リアに魅せられていたアンドレイ・ニコラフの
ドローイングに基づいて設計をした結果、通常
のソフィアの建築スタイルとはまったく異なる
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The Building
The Red House is a building in the centre of
Sofia that used to be the home of the Bulgarian sculptor Andrey Nikolov.
Andrey Nikolov was born in Vratza on 12
May 1878. He studied at the Fine Arts school
in Sofia under the guidance of Boris Schatz.
Winning a government scholarship, he left
for Paris in order to continue his studies. In
1914 Andrey Nikolov completed his education there and headed for Rome where he
became a member of the Free Art Academy
in Rome.
On his return from Rome, where he lived

「イタリア的感覚」の建物が完成した。しかし、

from 1914 to 1927, Andrey Nikolov decided
to build a house-atelier in Sofia, a magical
place which would preserve the spirit of Italy
and create an atmosphere for a happy family life while responding to the needs of a
sculptor. Ivan Vassiliov planned the building
using drawings by Andrey Nikolov who was
enchanted with the atmosphere of the Italian city. And not surprisingly, in this building,
which is quite unusual for Sofia’s architectural style, one could feel the “taste of Italy”.
After his death in 1959 his inheritors donate

ハウス財団は、この建物の改修と文化センター

the building to the Ministry of Culture for
taking care of and implementation of public
and cultural activities. Built in the “spirit of
Italy” the house invites the visitor “to leave
all prejudice out”. Planned by one of the most
remarkable architects of the time Ivan Vassilyov, empting with no care in the second half
of 80s and 90s of the 20th century, the house
is now a monument of culture of national
significance.

式に 2 つの展覧会が始まった。レッドハウス設

1980 年代の後半以降は使われなくなり、放置
されていた。
2000 年 7 月 21 日、ガリバー・クリアリング・
ハウス財団、文化省、国立美術館は、この建
物を無計画な改修や保全から守ることに合意
した。当時建物はとてもよくない状態にあっ
た。扉ははずれ、窓は破れ、上水も下水もな
く、電気もなかった。塗装ははがれ、壁とファ
サードも破損があり、大がかりな修復が必要
な状態だった。中庭の排水設備もなく、建物
全体を改修しなければならなかった。そこで、
2001 年 1 月 16 日、ガリバー・クリアリング・
への改変のためにプランを公募した。そこで
集まった 24 件のプロジェクトの中から、リュー
ベン・バヤジエフとツヴェタン・ツィンツェ
フの改修プランが採用され、イヴァン・ペト
コフが実際の改修にあたった。
ソフィア市民はこうした時間の中で、ぼろぼ
ろの建物がいかにして文化センター、レッド
ハウスに生まれ変わるかを目の当たりにした。
2004 年 10 月 21 日、改修を終えた建物で、公
立の物語を語る「プロポリス」とアンドレイ・
ニコラフの個展「精神が肉体を発見する」であ
る。それ以来、ガリバー・クリアリング・ハウ
ス財団は様々な活動をここで展開している。現
在この建物は、国家的な文化モニュメントになっ
ている。そして、ニコラフの作品「精神が肉体
を発見する」は現在も常設展示されている。
荒廃の時代を経て、アンドレイ・ニコラフの私

On 21 July 2000 Gulliver Clearing House
Foundation. The Ministry of Culture and the
National Art Gallery agreed upon usage of
the building against its restoration, reconstruction and adaptation. At that moment
the condition of the building is pretty poor.
No doors, no windows, no water-supply, no
sewerage, no electricity and other installa-

邸は、文化と討論の為のレッドハウスとなった。

tions are there in the building. The paint in
the house is seriously damaged or missing,
the walls and big part of the facades are destroyed and in need of major reconstruction,
the court yard does not have vertical plan
and drainage. The construction of the building needs to be strengthened.
On 16 January 2001 Gulliver Clearing House
Foundation announced open competition
for idea project about the restoration, reconstruction and adaptation of the building
and its turning into a Centre for Culture and
Debate in which 24 projects participated.
According to the decision of the Jury Arch.
Ljuben Boyadjiev and Arch. Tzvetan Tzinzev
are the authors of the project for the reconstruction of the house. Arch. Ivan Petkov was
consulting the reconstruction project..
Thus, the citizens of Sofia witnessed how
the building gradually was turning into The
Red House Centre for Culture and Debate
„Andery Nikolov”. On 21 October 2004 the
restored and newly reconstructed building is
officially open with two exhibitions: Propolis and The Spirit Find the Body. Since then
Gulliver Clearing House Foundation implements and presents its public activities in
the building. After years of decay, Andrey
Nikolov’s house is now The Red House “Andrey Nikolov” Centre for Culture and Debate.
This is a place that attracts contemporary
audiences with cultural and socio-political
programmes while at the same time introducing the public to the art of two great Bulgarian artists from the beginning of the 20th
century – the architect Ivan Vassiliov and the
sculptor Andrey Nikolov.

今やこの場所で行う文化的、政治社会学的プロ
グラムに同時代の観客が集まり、同時に、建築
家イヴァン・ヴァシーリョフと彫刻家アンドレ
イ・ニコラフという 20 世紀のブルガリアが生
んだ偉大なふたりのアーティストの業績を紹介
している。
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芸術家の家 ベタニエン

究者が世界を体験し、創造的なコミュニティー

Künstlerhaus Bethanien

たものだ。それは、アイデアとノウハウを交換

を一時的にでも共有する必要性に応じて生まれ
し、職業的なプロモーションと関係づくりを行
う機会を提供するものだからだ。

ベルリン、ドイツ / Berlin,Germany

芸術家の家ベタニエンは、1973 年にベルリン

ミハエル・ヘルター / Michael Haerdter

に誕生した。新たな世代の、世界で最初のアー
ティストインレジテンス・センターのひとつで

これは、現代芸術を振興するためのアーティス
トインレジテンス・センターの試みの紹介である。
モビリティーとグローバリティー、変化と一時
性が私達の時代の中心的なキーワードである。
アーティストは自分自身の文化的表現とその形
式の創造に責任を負っている。アーティストイ
ンレジテンスプログラムとそのセンター機能の
実現は、新たな地球的要請への回答である。宿
泊できるアートセンターは、アーティストや研
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A short profile of an early artist-in-residence
center for the promotion of contemporary
arts Mobility and globality, change and temporality are central keywords of our present
time. They are responsible for the creation of
their own cultural expressions and forms.
The coming into being of artist-in-residence
programs and centers is the answer to a new
global demand. Residential art institutes respond to the need of artists and intellectuals
to experience the world and to be temporar-

ある。これが、近年の AIR の先駆けとなるモデ

ily part of creative communities, which are
offering the chance of exchanging ideas and
know-how, of providing professional promotion and public relations.
Künstlerhaus Bethanien, founded in Berlin
in 1973, is one of the first artist-in-residence
centers in the world of a new generation,
and proud to have served as a model to a
large number of newly formed centres and
programs during those years.

ルとして広く受け入れられたことを誇りに思っ
ている。
我々の実現したスキームについて、国際アーティ
ストインレジテンス・センターと現代芸術のプ
ロジェクトワークショップという観点から要点

Let me give you a condensed survey of the
scheme that we realized subsequently: an international artists-in-residence center and a
project-workshop for contemporary arts.

を箇条書きにしてみよう。

1. Künstlerhaus – or Artists’House – is a studio
and workshop complex granting artists from

1. 芸術家の家、ドイツ語で Kuenstlerhaus（ク

all over the world – emerging artists in particular – space, time, financial and technical
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ンストラーハウス）は、スタジオと工房からな
る複合施設であり、世界中のアーティスト、と
りわけ若手アーティストに対し、制作上の重要
な進行過程で、空間、時間、財政、技術の各方
向から支援を提供する。言い換えればこの場所
は、発表のためでなく、制作のためにある。
2. 芸術は国境によって制限されたり、定義さ
れたりするものでないという信念のもと、芸術
家の家は、いかなる出自であろうが、創造的で

Künstlerhaus Bethanien

support during the critical developing phase
of a new work, a new project. In other terms:
it is designed as a place for artistic production, not for representation.
2. Convinced that the arts are not limited or
defined by national borders, the Artists’
House serves as a transnational artslab open
to creative men and women of whatever
origin, in order to stimulate transcultural
communication and exchange.

ある人々すべてに開かれた、越境するアートラ
ボである。それは、文化を越えるコミュニケー
ションと交換の刺激剤である。
3. ルネ・グリーン（Renee Green）の造語を使っ
て言えば、この家はアーティストと観客の間に
ある「コンタクト・ゾーン」として機能する。
対話と交流、対比の場である。また、そこに居
住する人のみではなく、外部から招かれたり、
我々自身の企画するプロジェクトのためのフォー
ラムでもある。
4. 芸術家の家は、理想的には、全ての芸術分
野に、すなわち、ニューメディア、フィルム、
ビデオ、写真等を含むビジュアルアーツ、演劇、
舞踊、パフォーマンス、音楽、建築（都市計画）
等々、全ての表現に対して提供される場である。
我々のプログラムは少なからず、これら諸分野
間の相互交流を促進する、領域を越えた学際的
な側面を持つ。共存が新たな創造的交流を刺激
114

すると確信しているからでる。
5. 最後に、芸術家の家ベタニエンは、我らの
時代と世界において芸術創作とは何かを問うシ
ンクタンクである。したがって、セミナー、シ
ンポジウム、著作、出版は事業全体の重要な要
素である。
「ベタニエン」は、元病院の特徴ある歴史的建
造物である。プロシャの著名な建築家が、フリー
ドリッヒ・ヴィルヘルム 4 世の要請で設計した

3. Using a term coined by the artist Renée
Green, the house functions as a contact zone
between the artists and their audiences, as
a place open to dialogue, interaction, confrontation. As a forum not only for the residents, but also for projects planned by the
Künstlerhaus team or invited from outside
and abroad.

ものである。ベタニエンは、世界のアーティス

4. The Künstlerhaus is a playground for, ideally, all artistic disciplines: the visual arts, including the new media, film/video and pho-

都市的文脈の中にある空間にふさわしく、通常

tography; theatre and dance; performance
art; music and architecture (resp. urban planning). Not least, our program enables the interaction of these disciplines – interdisciplinarity – as we are convinced that co-existence
may enhance new creative relations.

この場所での企画を構想し、実現する。そこで

5. Finally, Künstlerhaus Bethanien is a thinktank where art-making in our present time

トインレジテンス・センターとして最大級のも
のであり、ゆったりとした個室が 25 部屋、い
くつかのイベントスペース、特殊設備のある工
房、会議室、制作チームのためのオフィスがある。
レジデント・アーティストの選択は、最も重要
な課題である。豊かで起伏に富んだ歴史をもつ
のレジデンス期間は 12ヶ月としている。この
期間中、ゲストアーティストは地域になじみ、
私達の重要な仕事は、多くの企画提案のなかか
ら、最も創造的で期待できるものを選び出すこ
とにある。とっくの昔にレジデンス応募者は
700 を越え、審査委員会は機能しなくなった。
つまり、その状況で、選択方法を練り直さなく
てはならなかった。ここ数年は国際的なアドバ
イザーを入れて、それぞれの分野と国から推薦

and world is questioned and reflected: seminars, symposia, writing and publishing are
integral elements of our program.
Located in ‚ Bethanien’ - a remarkable historical building and former hospital, designed
by renowned Prussian architects by order
of king Friedrich Wilhelm IV – Künstlerhaus
Bethanien is one of the largest among the
artist-in-residence centers in the world, disposing, next to 25 comfortable individual
studios, of several spaces for public events,
a number of special workshops, meeting facilities, and offices for the managing team.
The selection of the resident artists is of major importance. Tailored for a house situated
in a metropolitan context with a rich and controversial history, the normal residence duration was fixed to a 12-months-stay: to allow
guest-artist of getting familiar with it, of conceiving and realizing a new project in situ.
Thus, the crucial point is to filter the most
creative artists and most promising projects
– out of a constantly growing number of applications. When their number exceeded 700
many years ago, our selection committee
was unable to handle them. In short: we had
to revise the selection system several times,
introducing for a couple of years international advisors who suggested artists from
their fields and countries. Today, a system of
international partnerships, providing grants
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をしてもらっている。今日、国際的なパートナー
シップのシステムが、より期待できるアーティ
ストを支援していくということは、選択の方法
として基本的なものになっている。
財政の問題に関して、コストの増大と公的資金
供給の縮小、後退が相俟って、ペタニエンも、
そのユニークで変化に富んだ事業を削らざるを
得なくなった。それは、残念ながらまさに今日
直面している問題である。しかし、当初から公
的資金が中心的問題であったわけではない。長
年にわたり資金の不足を補ってきたのは、協賛
金獲得の努力と熱心なスポンサーによる支援だっ
たからである。
70 年代はじめ、この事業を企画した際、意図
的に、20 世紀初頭のモダンアートのオルタナ
ティブ・トラディションを再生し発展させるこ
とを計画した。それは都市ベルリンへのオマー
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to the successful candidates, represents the
primary basis for the choice of the artists.
Regarding financial management, rapidly
increasing costs, combined with stagnating
or even receding public funding, have forced
Künstlerhaus Bethanien to reducing its
unique and successful program of diversity,
a process that unfortunately goes on today.
From the very beginning on, however, public
funding has never been questioned. Since
many years it has to be supplemented by
fund-raising and the support of some loyal
sponsors.
When conceiving Künstlerhaus Bethanien in
the early seventies, we intentionally planned
to revive and further develop the alternative
tradition of modern art from the first decades
of the 20th century. As a tribute, also, to Berlin. Our city had been one of the hotbeds of

ジュでもあった。少なくとも怒濤の 1920 年代、
わがベルリンは、前衛芸術が生まれ育つ場所の
ひとつであったが、その後ナチ支配による非道
の時代を迎えた。
アーティストインレジデンスのプログラムと、
そのためのセンターが世界中でブームとなって
いる現象は、歴史的変化に要請された、芸術の
オルタナティブ・モダニズムの自然な、直接的
かつ必然の結果であるに違いない。言い換えれ
ば、世界を地球規模で考えた場合の「移動性（モ
ビリティ）」の部分的実現である。「移動するアー
ト」は「移動するアーティスト」として捉える
べきかも知れない。創造的な人間は、精神的に
も身体的にも、場所と役割を変える個人であり、
我々の世界をあるがままに扱う。その人間自身
が動き、また芸術を動かす。アトリエにこもっ
て「栄光の孤立」をかこつ孤高の作家は、超越
的な美と純粋を求めながら、ありふれたイメー
ジを採取するに過ぎず、時代遅れの伝説であり、

the avantgarde, not least during the roaring
twenties, and here it has suffered its most
brutal repression under Nazi rule.
The worldwide booming phenomenon of
artist-in-residence programmes and centres
must be seen as a natural, direct and necessary consequence of alternative modernism in the arts under the impact of historic
change. In other terms: as part of the overall mobility which has seized the world on a
global scale. Art on the move shall rather be
defined as the artists being on the move. The
creative person, the mentally and physically
mobile and versatile individual dealing with
our world as it is, he and she is the one that
has moved and is moving the arts. The figure
of the lonely genius in the splendid isolation of his studio, striving for transcendental
beauty or purity, which is still haunting the
collective imagination, is an outdated legend, no longer fit for the harsh reality.
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もはや生きた現実に見合うものではない。
流浪するアーティストが、世界のマーケットに
戻ってきて久しい。いま我々の住む地球上を動
くことで、アーティスト達は社会的・政治的ファ
クターや、芸術創造における人間的相互関係と
相互作用がいかに変化し、影響しあうかを再発
見している。現代の芸術創造は思想と感情のコ
ミュニケーションである。それはしばしば攻撃
的、或いは苛立たせるようなコンセプト、オブ
ジェクト、インスタレーションによっている。
マルセル・デュシャンに帰するべき伝統であり、
しかし時にクレール・ビショップが定義するよ
うな、アーティストと観客（彼女がインドネシ
ア人作家リクリット・ティラバーニャの作品を
分析した際）の「陽気な関係」を伝えているだ
けかもしれない。アートはメディアである。作
品というものをつくるかわりに、芸術創造は、
その伝える力に焦点を当てている。だから今日
のアートは仲介者であり、文脈のなかで理解さ

The nomadic artist, though, has since long
returned to the market-places of the world.
This material sphere of the here and now
made him and her rediscover the conditioning impact of social and political factors, of
human interrelation and interaction on the
making of art. Contemporary artmaking is an
art of communicating ideas and emotions, often by provocative or irritating concepts, objects and installations, in a tradition obliged
to Marcel Duchamp, yet sometimes just
conveying what Claire Bishop defines as a
convivial relationship between the artist and
his audience (in her analysing e.g. the work
of the indonesian artist Rirkrit Tiravanija). Art
is a medium. Instead of creating material objects, artmaking is focussed on its mediating
power. That is why art today has mainly an
interventionist, contextual and temporary or
ephemeral character and why, most importantly, it can and shall happen anywhere. The
studio of the nomadic artist is the world.

れ、一時的にしか存在しないという意味では、
はかないものである。さらに大切な事は、それ
はいかなる場所でも起こりうるし、起きるだろ
うと言うことだ。流浪するアーティストのアト
リエは地球そのものなのである。
居住可能なアートセンターの 70 年代に於ける
発明と世界的広がりは、世界経済を考えれば「需
要と供給」という戦略からも説明できる。新し
い文化的ツールとユニットが、アーティストと
118

The invention and worldwide spreading of
residential arts centres since the seventies
may be described as a strategy of supply and
demand, to use the idiom of global economy.
The new cultural tool and unit corresponds
indeed to the need of artists and intellectuals
to experience the world and its many environments and cultures, the desire to realize
on-site research and projects. But there is
more than supply answering to demand. The
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研究者が世界と様々な環境と文化を経験する必
要、現場でのリサーチとプロジェクトを実現し
たいという願いに対応している。しかし、需要
に応える供給という以上のことがある。それら
の新たな文化ツールの作成、そのポリシーとプ
ログラムとは、目立った例で言えば、強烈なコ
ンテンポラリーあるいはポストモダンの動機に
突き動かされた成果でもある。それは創造的な
個人に依拠しており、その焦点は発表ではなく、
アートワークの制作過程にある。原則として、
アーティストインレジテンス・センターは、アー
トラボあるいは機材を装備した実験室、トライ・
アンド・エラーを可能にするスタジオとして、
自らを位置づける。この思想の中核には、物質
社会への拒絶が、おそらく存在する。このこと
は、第一に、アーティストを様々な文化から招
聘すること、第二にメディアを越えて協働する
構造的な多様性に帰結する。ネットワーキング
と言った方が良いかも知れない。それはより普
遍的なアピールを持つ言葉であるし、国家と文
化の境界だけでなく、アートとテクノロジーの
境界、アートと科学の境界という事を意味して
おり、現在のレジテンス・プログラムの中心課
題である。
このような方向性にさらに一歩踏み込んだ試
みがある。1993 年、ベルリンで、かなりの数
のレジデンス・アート・センターが、ベタニエ
ンの音頭取りで、ネットワークを立ち上げた。
それは Res Artis（International Association of
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making of those new cultural instruments,
their policy and program, is – regarding its
outstanding examples – also the fruit of a
strong contemporary or postmodern motivation. As it is based on the creative individual,
the focus lies not on the presentation, but on
production of artworks. As a rule, artist-inresidence centers define themselves as artlabs or laboratories, equipped with machinery, technical and media studios, offering the

Residential Arts Centers）と 名 付 け ら れ た。
そのネットワークは、ますます範囲を拡大して
いる。
アーティストインレジテンス・センターと、そ
の実践と理論の基礎、若干の思想的背景につい
て語ってきたが、まとめに入りたい。
アーティストの放浪性は、当然ながら、自分の
意識と表現を発見し、創造し、刷新するために

opportunity for trial and error in artmaking.
The core, maybe, of their philosophy is the

移動し、止まる懸命の行動である。「ノマド」（遊

rejection of any kind of monoculture. This results – firstly – in a transcultural policy of artists’ invitations; secondly, in their structural
diversity, allowing transmedia cooperation.
Networking is the better term to it, preferred
for its universal appeal, meaning the crossing of national and cultural borders as well

ずしも動く人である必要はない。人が移動しな

phy. The nomadism of artists is naturally a
concerted action of moving and settling in
order to discover and to create, in order to
renew one’s awareness and one’s formal
responses. ”The nomad”, Gilles Deleuze
states, “is not necessarily someone who
moves: there are travels in which one does
not move, travels in intensity, ... nomads
(are) those who start nomadizing in order to
stay in the same place and free themselves
from codes”.

牧民）とは、ジル・ドゥルーズが述べたように「必
い旅もある。即ち、強弱の旅、ノマドとは、同
じ場所に止まっても、そのコードから自由であ
ろうとして、放浪を始める人」の意味なのだ。

as of the borders between art and technology, art and the sciences – a central element
in many residential programmes.
It was just a further step into this direction
when, in 1993, a solid number of residential
arts centres formed their network in Berlin
at the invitation of Künstlerhaus Bethanien.
Named Res Artis, International Association
of Residential Arts Centres, the network has
constantly grown in size and scope.
Let me conclude this modest profile of an
artist-in-residence center, its practical and
theoretical foundation, with a bit of philoso121
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アンガール

による、アーティストのための運営がされてい
るとはいえ、公共機関と肩を並べるレベルの運

Hangar

営を維持している。

視覚芸術のリサーチと制作のセンター

Hangar is a production centre for research and production in visual arts.
バルセロナ、スペイン / Barcelona, Spain

芸術のリサーチと制作のためのセンターである。
1997 年にカタルーニャ視覚芸術協会 (AAVC)
によって設立された、バルセロナのポブレノウ
地区にある工場を改修した 1800m2 の空間であ
る。( まもなく 3000m に拡張される予定 ) ア
2

ンガールは、視覚芸術の実験と創作を支援し、
そのための様々な専門的なサービスを提供して
いる。民間の財団によって設立されたが、現在
主たる資金は公的なものである。アーティスト
Hangar office
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府とバルセロナ市カウンシルが供給し、さらに
スペイン文化省、AECID (Spanish Agency for

テレ・バディア / Tere Badia

アンガールは、アーティストの主導する、視覚

このセンターの資金は、まずカタルーニャ州政

International Aid and Development)、バ ル セ
ロナ県のカウンシル、Sabadell 銀行財団の助
Introduction
Hangar is an artist run production centre for
research and production in visual arts founded in 1997 by the Association of Visual Artists
of Catalunya (AAVC). Located in a converted
factory of 1800m2 (soon to be amplified to
3000 m2) in the Poblenou district in Barcelona, Hangar supports creation and experimentation in the visual arts by offering a series of
specialised services. Constituted as a Private
Foundation, the centre is funded principally

成金も得ている。センターの経営は、AAVC 財
団が行っており、経営陣は AAVC の総会で選
ばれる。
1997 年創立以来、アンガールはあらゆるアー
ティストに対し、作品制作のための素材と方法
についての支援を行ってきた。とりわけ、それ
は若手のアーティストを対象にしている。アン
ガールの目標は、よりよい方法とサービスを継
続的に提供することで、若いアーティストの作

by public money and is run by and for artists
according to public operational criteria.
Management and financial support
The centre is financed mainly by the Catalan
Government and the Barcelona City Council,
with contributions from the Spanish Ministery of Culture, AECID (the Spanish Agency
for International Aid and Development), the
Barcelona Provincial Council, the Sabadell
Bank Foundation. The management of the
centre is in the hands of the AAVC Foundation whose direction is elected by the General Assembly of the AAVC.
Facilities and services for artists
Since 1997, Hangar has been working to offer
all artists access to production resources and
media, in particular artists in the early stages
of their careers. Another of Hangar’s main
goals is to promote excellence in arts production through the ongoing development of

Multiporpose salle Photo by Pedro Pegenaute
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に在住するアーティストが応募できる。

Hangar’s grant programme is open to
spanish artists or artists residing in Spain

アンガールの決定機構であるプログラム審査委
員会は、センターの芸術面の運営に関して責任
を持っている。この委員会は、5 人の視覚芸術
専門家からなり、レジデントアーティストの選
択などを芸術的評価に基づいて決定を行う。委
員会メンバーは 2 年ごとに更新される。
制作センターとしての仕事は、若手の、これか
ら仕事をしていくアーティストに対してコンサ
ルティングと情報提供を行うことである。また、
より総合的な評価を必要とするプロジェクトに
品制作のレベルを引き上げていくことにある。

は専門的なサービスも提供している。
tools and services that improve production
quality of arts projects.

アンガールは 15 のレンタルスタジオを持って
いる。利用者は、まだ仕事を始めたばかりの若
いアーティスト、不定期に作業場所を必要とし
ているアーティスト、及びバルセロナに短期滞
在するアーティストである。
アンガールはアーティストインレジデンスにも
取り組んでいる。国際アーティスト交換プログ
ラムは、アーティストが異なる場所で活動し、
それぞれ特徴ある環境でリサーチと創作を行え
るようにする機会をつくり出す。異なった環境
に接し、交流をすることは、創作過程にも良い
影響を与える。アンガールの助成プログラムは
スペイン人アーティストだけでなく、スペイン

ほかに、アンガールの提供するサービスとして、
映画のセット制作や、多目的な使用が可能な空

Rental studios
Hangar has 15 studios to rent, users are artists beginning their professional careers,
artists who periodically need to develop a
project and artist who are in Barcelona temporarily.
International Exchange Program
The program seeks to promote artists’ mobility so that they may have the opportunity to
develop their work in research, creation and
production areas in specialized production
centres. Contact and interaction in a different
setting favours the artistic working process.

間の提供がある。また、映像編集や機材の貸し
出し、アーティスト対象のワークショップ開催
などもおこなっている。
アンガールは、展覧会を目的とする場所ではな

The Programmes Committee (Jury)
It’s responsible for artistic management
functions. This committee is made up of 5
Visual Arts experts who are responsible for
making decisions based on aesthetic criteria, such as selecting resident artists. This
Committee is renewed every 2 years.
Production Central
Consulting services and information to artists in the early stages of their careers, and,
on the other hand, specialised production
services for projects requiring holistic assessment.
Hangar Services
Spaces: film set, multi-purpose space
Medialab, Editing video service, Electronic
laboratory, Streamming service, Equipment for hire,Training workshops for artists

いが、年に 2 回オープンスタジオを行い、アー
ティストが自分の仕事を公開できるようにして
いる。 昨年 2009 年からは、バルセロナ市内の
いろいろなアートスペースでレジデントアーティ
ストの作品を公開する新しい活動を始めている。

Open studios
Hangar is not a place for exhibition although twice a year on the occasion of
open studios, residents artists can show
their work. This year 2009 starts a new activity Presentation of artist’works in differents art spaces in Barcelona city.
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カン・チャラン

Can Xalant
マタロ、スペイン / Mataro, Spain
ペップ・ダルダーニャ / Pep Dardanyà

Can Xalant（カン・チャラン）は、制作とヴィ
ジュアルアーティストのセンターとして 2005
年 11 月、カタロニア州政府およびマタロ市の
支援によってスタートした。カタロニア州の文
化部門は、視覚芸術分野からの要請と制作場所
の不足という状況に対応するため、制作のため
の施設の公的ネットワークを支援することにし
た。Can Xalant は、その中でも最初にオープ
ンした施設である。本センターの経済的な基盤
は、100 パーセント、マタロ市とカタロニア
州政府文化部門に依拠しているが、運営者の
選定方法はオープンな公募方式をとっている。
つまり公設民営の施設である。開設当初より、
「Trànsit Projectes」（トランジットプロジェク
ト）によって運営されているが、ACM（マタ
ロ市文化と現代美術協会）と提携協働すること
により、多様なコンセプトのプロジェクトを生
み出してきている。
Can Xalant は、作品制作過程におけるリソー
ス（資源）、メディア及びサポートを提供する
場である。視覚芸術分野のアーティストに制作

Can Xalant is a centre of creation and visual
art productions which started its activities in
November 2005, promoted by the government of Catalonia and the Council of Mataró.
The department of Culture at the Generalitat
of Catalonia (regional government) chose to
promote a public network of creation and art
production facilities in response to a growing demand in the field of visual arts and the
lack of areas in which to produce art projects,
and Can Xalant was the first of these to open.
The centre is financed fully by the council of
Mataró and the regional government’s department of culture, yet the chosen system
of management is by means of an open
competitive process; thus it is publicly funded but privately managed. Trànsit Projectes
has managed the centre since it first opened,
and one of the peculiarities of managing this
centre is its alliance with ACM, Association
for Culture and Contemporary Art in Mataró,
with which it works along several different
conceptual lines in the programmes carried
out by the centre.

CanXalant

に必要なツールや方法を提供し、彼らの独創性
を促し、アートプロジェクトを創出していくこ
とが、公的なサービスとしてのこの施設の機能
である。本センターは相互にリンクする包括的
な 4 つのプログラムを展開している。それは、
「ラボラトリープログラム」（センターの場所と
施設の利用 - スタジオ、ワークスペース、マル
チメディア・音響・映像などの設備の貸し出し、
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Can Xalant is a space which provides resources, media and support for production processes. Its function is to provide tools for artists in
the field of visual arts and promote and encourage initiatives and creation projects with
a will to serve the public. The centre manages
four programmes which are comprehensively

作品制作のための助成、テクニカルワークショッ

linked to each other: the laboratory programme
(which prioritises the use of the centre’s areas

プ及び実績のあるアーティストを招いてのワー

and facilities: renting out studios and work
expoResidents
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Can Xalant

medialab

Studio

クショップの開催）、「レジデンスプログラム」

spaces, multimedia, audio and video laboratories, granting scholarships for producing projects, holding technical workshops
and workshops for those who already have
a recognised career in art), a residence programme (international exchanges with centres similar to Can Xalant by providing the
chance to compete for these with centres in
Senegal, Turkey, Colombia, Argentina, Chile

（セネガル、トルコ、コロンビア、アルゼンチン、
チリ、ブラジルなど、海外にある Can Xalant
と同様のアートセンターとの国際的なエクスチェ
ンジプログラム）、「キュレートリアルプログラ
ム」（テーマを設けたセミナーや対談、会議の
開催、アートプロジェクトのプレゼンテーショ
ン等）、「教育プログラム」（学校やアートアカ
デミーなどでのプレゼンテーションや大学と提
携した学生とのプログラム等）である。
過去 4 年間、Can Xalant は、奨学金を受ける
機会を与えたり、国際的なエクスチェンジプロ
グラムへの参加、セミナーやワークショップ
の開催等を通して、地域のアーティストとその
制作のプラットフォームになりつつある。Can
Xalant は、開設当初からアーティストの養成と、
アートや現代的な思想を生み出し、プロモート
することに取り組んできている。今後も、この
ようなラインに沿って、「地域で活動し、グロー
バルに考える」をモットーに活動していきたい。

128

kawamata

and Brazil), curatorial programmes (organising seminars based on a theme, debates,
conferences and presenting art projects),
and a pedagogic programme (presentations
in schools, art academies, etc. and training
agreements for university students).
In the last four years Can Xalant has become
a platform for artists from the region and an
area of creation providing the opportunity to
obtain scholarships, take part in international exchanges, seminars or workshops. Can
Xalant has worked from day one to train artists, produce and promote the arts and contemporary thought and we continue to work
along these lines by applying strategies of
proximity and participation, acting locally
and thinking globally.
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Experimentem amb l ́ART

エクスペリメンテム・アンブ・ラアート

私達はアートの教育プログラムを「付加的なも

Experimentem amb lʼART

の組織ではない。上述したような美術教育を実

の」程度にしか考えていない大規模な現代美術
現するためには、小さなスケールで展開するこ
とが重要なのだ。私達のプロジェクトではこの
「付加的なもの」こそが中心的な存在である。アー

バルセロナ、スペイン / Barcelona, Spain
シルビア・デル・アモ & ビクトル・ロボ / Sylvia del Amo & Victor Lobo

Experimentem amb l’ ART（エクスペリメンテ
ム・アンブ・ラアート = アートの実験室）は、
美術教育の非営利組織である。現代美術に関わ
り、理解することで得られる豊かな実りをバル
セロナとカタルーニャ州の人々にもたらすとい
う目的で設立された。
自由な発想や創造性、冒険的な挑戦や思考、学
びのための場を提供することが、人々と、アー
ティスト及びその活動との距離を近づける方法
であると考えている。
Laboratory for the Arts backyard
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Experimentem amb l’ART (Experimenting
with Art), a non-profit educational art organization, was founded to bring together the
many benefits to be derived from working
with, or understanding, contemporary art to
the people of Barcelona and the Catalunya
region.
It was conceived as a way to foster closer
relationhips between artists, their works,
and the general public; And to facilitate the

トやキュレーションの現場に「教育」を取り入
れること、またはその逆を推進している。
Experimentem amb l’ ART は、1993 年に開催
された展覧会の教育プログラムとしてスタート
した。展覧会も教育プログラムもアーティス
ト、Montse Vives（モ ン セ・ビ バ ス）に よ っ
て企画された。彼女が企画したクリエイティブ
なワークショップを自身の作品とリンクさせ、
アート作品としてギャラリーに展示したこと
は、当時のスペインとカタルーニャにとっては
とても斬新なことだった。（恐らくヨーロッパ
においても初めての試みのひとつ）それ以来、

spread of knowledge gained through the setting up of a place for free thinking, creativity,
risk-taking, reflection and learning.
In order to achieve this a decision was made
to work on small scale, utilizing a few, but
major, institutions for contempary art in
which an art educational programme was
considered an ‘extra’. In our project this ‘extra’ became our ‘central’. We believe that
pedagology can be incorporated into art and
cultral practice, and that vice-versa art and
cultral practice can be incorporated into pedagology.
Experimentem amb l’ART started with an
educational programme attached to an exhibition in 1993, developed solely by local artist Montse Vives. The fact that the artist used
a gallery space to link her exhibition and a
creative workshop designed by herself was a

Jordi Canuda ´s work: Mercat i Memoria (2009)

131

Experimentem amb l ́ART

Experimentem amb l’ ART が、日常的な活動の
中心に据えたのは、教育的ツールとして強い味
方である、多様に展開可能な「現代美術」の方
法論とそのプロセスを理解し、適用していくこ
とであった。主な活動は、現代美術センターや
タウン・カウンシル、バロセロナ近郊の小規模
な公的及び民間施設、パブリックスペース等で

Experimentem amb l ́ART

totally new idea in the Spanish and Catalan
context and quite possibly one of the first
such projects in Europe. Since then the core
of everyday work of Experimemtem amb
l’ART has been to understand and apply contempary art methodologies and processes
as a powerful educational tool that can take
various forms.

の、サイトスペシフィックな教育プログラムで
ある。例としては、ミロ財団、ブロッサ財団、
バルセロナ・アートエイド財団、カタルーニャ
州政府青少年育成部門の若手アーティストのた
めの展示スペース、ロスピタレット市テクラ・
サラ、サンタモニカアートセンター、他がある。
これらのプログラムは、主催者開催によるキュ
レートリアルプログラム（指導者を育てる。ま
たはその監修）である場合もあるし、組織とは
独立したかたちで行われるケースもある。また
ときには、必要に応じて、Experimentem amb
l’ ART が企画した展覧会のための単発の教育プ
ログラムの場合もある。そしてそれはまた現代
美術を援用しながら行われる全ての独創的な取
り組の最先端を走っているときもある。
アーティストインレジデンスプログラム
私達は、様々なプログラムを通して現代アート
を身近に感じてもらい、アートに興味ある人々
との距離を近づけるため、主にビジュアルアー
ティスト 15 人が入居しているスタジオを運営
している。例えば「Entre-veure（隙間を見る）」
と題されたプログラムでは、小中学生がアーティ
ストのスタジオを訪ね、アーティスト自身によ
るワークショップに参加することができる。ま
たレジデントアーティストが、バルセロナにあ
る学校を年間を通じて訪問し、生徒たちと共に
ワークショップを展開している例もある。
先生たちに教えること
一般的に、視覚芸術を教えることで若い知性の
開発を左右することはあまりないと考えられて
いる環境の中で、Experimentem amb l’ ART は、
スキルアップを目指している教師のためのコー
スやパネルディスカッションを企画し、これら
の意見を覆し、彼らの働く学校やアートセン
ター、美術館等で美術教育の新たな可能性を展
開している。

Our major activities are:
Site-specific educational programmes for
Contemporary Art Centres, Town Councils,
small public/private institutions around Barcelona, public spaces and the like. For example: Fundació Miró, Fundació Brossa, Art
Aids Foundation Barcelona, Sala d’Art Jove
de la Secretaria de la Joventut de la Generalitat de Catalunya,Tecla Sala de L’Hospitalet,
Centre d’Art Santa Mónica, etc.
These programmes sometimes become
curatorial programmes in their own right,
sometimes are independent from their institutions, sometimes are one-off education
programmes for an exhibition born out of
a need and designed by the team at Experimentem amb l`ART and sometimes are just
on the edge of all the preceeding scenarios
creating new ways of working with contemporary art.
Artists in Residency Program
We run a centrally located building in Barcelona containing 15 studios, where mostly
visual artists can work in close proximity to
one another and where these artists have the
opportunity to interact directly with the public through our various programmes.
For example, the educational programme
called Entre-veure, or Looking In Between,
provides school students with the chance
to visit a resident artist in their own studio
and take part in a workshop created by the
same artist. On the other hand, artists also
visit Barcelona’s schools during the year and
develop their own personal workshops with
the students.
Teaching to teachers.
In an environment where teaching visual
arts is generally considered non-relevant for
the development of young minds, Experimentem amb l’ART counters this opinion by
offering courses and panel discussions for
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La metamorfosis de la Palomita performance event, 2009
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トスペースとネットワークを組むことで、この
ような事業に関わる全ての人々が、より高い目
標に向かって進むことができると信じている。
それが、地域の状況と緊密に連携した学際的な
アートプロジェクトを始めるきっかけにもなる
のだ。
Experimentem amb l’ ART の財政的なことに少
し触れると、その 60 パーセントはスペイン政
Educational program led by Isaac Sanjuan and Conxa Antonio, 2009

府及びカタルーニャ州政府からの補助金、38
パーセントがセンター独自の収入、2 パーセン

Networking
We believe that by networking with other
institutions and private arts spaces we can
help reinforce the aims of all involved, which
can lead to cross-disciplinary art projects that
connect directly with local circumstances. To
this end, we are a part of “Nodes de Gracia”,
a Gracia neighbourhood non-profit organization for the arts that brings together music,
dance, visual art etc. We are alo a member of
“Xarxa Prod” a contemporary art production
network based in Catalunya.

トが協賛及び寄付金（主に金銭ではなく物的・
人的協力等から得る収入）である。理想として
は、公的な補助金と自己収入と協賛及び寄付金
が 1/3 づつでありたいと考えている。
17 年以上にわたる Experimentem amb l’ ART
の活動を振り返ると、現代美術に接する人々の
数が、年々増えていることはとても嬉しいこと
だと思っている。現在では、多くの人々が現代
Entre-veure workshop by Jordi Ferreiro 2009

美術を自己啓発のためのツールだと考えはじめ、
日常にアート活動を取り入れるようになり、アー

その他の活 動
教育的アートプロジェクトにおけるアーティス
トによるプレゼンテーションだけでなく、外部
からのオファーに応じて、センターのもつプロ
グラムを援用しながら、コーディネート、協働
活動ができることはとても有り難いことだ。具
体的にはこれまでも、チルドレンフィルムフェ
スティバルへの協力や、センター内のスペース
で、子供のためのワークショップを開催したり
した。
ネットワーク構 築
私達は、グラシア地区（バルセロナ市内）の
アート系（音楽、ダンス、視覚芸術など）非営
利団体 Nodes de Gracia（ノデス・デ・グラシ
ア）及び、カタロニア地方に基盤を持つ制作の
ための現代美術スペースのネットワーク Xarxa
Prod（チャルチャ・プロ）のメンバーでもある。
このように、他の公的施設やプライベートなアー
134

teachers who want to improve their skills
and introduces alternative ways in which
they could work with art at their own schools
and colleges as well as, of course, providing
training for those teaching at contemporary
art centres and museums.
Other activities
As well as presentations from artists within
our own programmes and educational art
projects, and as a consequence of our vision and our desire to be in touch with many
kinds of people , we are open to external
proposals to showcase projects that have
different perspectives or come from different backgrounds, but which we think share
our core values. For example, we host a
children’s film festival and help organize a
related workshop within our venue.

トに対する自身の意見をもつことようになって
きた。また自らプロジェクトに関わっていくこ
とを楽しんでくれている。私達としても、今後
もどうしたら現代美術を人々が理解し、親しみ
を感じ、多くのものを学ぶことができ、経験で
きるのかを、さらに創意工夫していきたいと考
えている。
もちろん全てがよいことばかりというわけでは
ない。私達の努力がまだまだ多くの人々にとっ
て届いていないことも理解している。それと同
時に、現代美術のディレクターから主婦にいた
るまで、また学生からプロのキュレーターまで、
全ての社会的な層から、提案や私達と共に仕事
をしたいというオファーを継続的にいただいて
いることも確かだ。こうして私達すなわちアー
ティストとともに働く親しみやすいスタッフは、
確立されたギャラリーの運営方法を越え、新し
い基軸を生み出してきている。

Financialy, Experimentem amb l’ART receives 60% of its funding from the public
sector (with funding provided by the Spanish government, the Catalan goverment as
well as Barcelona City.) Of the remainder,
38% of our funding is self financed through
monies received as own income with the final 2% coming from the private sector (although this takes the form of collaboration
rather than actual money.) Ideally we would
love our funding to be 1/3 public sector, 1/3
private sector and 1/3 self-financed.
Looking back on the impact of Experimentem amb l’ART over the past 17 years we are
happy to say that we have brought contemporary art into the lives of ever increasing
numbers of ordinary people. From talking to
particpants at events and feedback received
we know that many people now consider
contemporary art as a tool for self-development and are happy to include art as part of
their everyday lives. We take this as a sign
of success for our project; to make art more
accessible and to utilize art as a valuble education tool.
Of course it’s not all good news, we are still
invisible to many people and have much
more work to do to convince them that
contemporary art can have a positive effect
on their lives. But at the same time we are
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また、アートは子供から高齢者まで、生きる上
で重要な役割を果たすという強い信念を抱いて
いる私達の活動は、大事な使命をもっていると
いえるだろう。現代美術の世界を「日常と都市
に新たな視点をもたらす可能性」として捉える
ことに対しての、継続的な理解を推進する必要
があると考えている。
将来の展望ついてここで触れると、実際まだ
まだやるべきことは多いと考えている。前述
したように、既にたくさんの嬉しい経験や素
晴らしい評価を頂いているが、今後の目標は、
これまでの各プロジェクトをさらに強化して
いくことだ。まず何よりも観客層を広めるた
めのプログラムをつくること。そして、ビル
の設備を改修し、スタッフのための環境をよ
くしていきたい。具体的には、アーティスト
へのワークショップや作品制作、プロジェク
トの報酬を現状よりもよくするために予算を
増やすこと。（バルセロナではアーティストに
そういった報酬を支払うということ自体があ
る意味珍しい。そのために私達はなんとして
も戦い続けていきたい）また、調査研究を続
け、私達のスキルの向上に努め、常に素晴ら
しくて美しくて多様で楽しい、現代美術と人々
を繋ぐ架け橋をつくり出していきたい。

receiving proposals and applications to work
with us from all areas of society: from contemporary art directors to housewifes and
students to curators. This we put down to our
great team of approachable and friendly staff
who work with the artists to move beyond
the established galllery system and set new
standards.
Moreover our constant emphasizing of the
message that art has a decisive role in the
well-being and growth of people has given
us an unique role in the city’s landscape and
has made us a pivotial point for bringing the
value of contemporary art to the city and surrounding areas.
In terms of our future vision, as mentioned
above there is still a lot of work to be done.
Our first goal is to broaden our audience and
give many more people the opportunity to
connect with contemporary art. Secondly,
we would like to be in a position to further
improve our buildings and be able to pay our
artists more than we are able to at this present time, especially for the time taken to set
up and hold workshops and projects etc. (we
have made a lot of progress on this already
but would like to keep up the pressure.)
At the same time, we are commited to keep
researching and improving our own skills so
that we can continue to make consistently
excellent, beautiful, diverse and enjoyable
bridges between contemporary art and the
general public.
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創 造 性を通じて
自分の立ち位 置をみつけること
このタイトルははあらかじめ定められた方向
性の欠如に対する直接的な言及である。創造
性をもってして、パブリックスペースをつく
り出すことにアクティブに関わっていく我々
の多くは、その流れに飲み込まれてしまいが
ちである。社会的空間と関連するアートが、
それらの接点を見いだすことのできる地図を
探し続けることが重要だ。パブリックな場に

Finding your bearings through creativity
This title is a direct reference to the lack of
a predefined fixed destination, to the constant drift in which many of us, who actively
participate in the creation of public space
through creativity, are immersed. The constant search for road maps that allow us to
draw a possible route where art in relation
to social space can be articulated and may
become a possibility. Our approach to everything involving work in the public sphere is

IDENSITAT

おける全てを巻き込むような我々の活動のアプ
ローチは、主に経験に基づいている。理論的解
釈ではなく、アートの実践を熟考することが帰
納的に作用する。クリエイティビティのフィー
ルドには基準になる方向はない。創造性はある
地点で静止してしまえば、それはステレオタイ
プのパターンに陥るしかない。
クリエイティビティのある社会構造を構築する
ことは、経済成長のための革新的戦略として、
また自らの知名度を上げるために、ある種の都
市が切望しているものだ。安っぽい観光地に成
り下がらないために、そして新しく創造的な都
市のグループに名を連ねるためにも。そのため
には能動的なプロジェクトが必要だが、時にそ
の計画を推進するためのツールが欠如し、既成
のモデルを再利用するようなこととなる。創造
性は模倣とは正反対の極にあるにもかかわらず、
過去のモデルの中の要素を繰り返し利用したり、
それを元に少し手を加えてみたりするのである。
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based primarily on experience, not so much
as a discourse developed through theory but
as a series of reflections on artistic practice
made a posteriori. In the field of creativity
there is no north because at the moment creativity settles on a fixed spot it becomes a
stereotyped pattern.
Building a social structure for creativity is
something some cities aspire to, in order
to find innovative strategies for economic
growth and to place themselves in the map.
Cities do not want to be low-cost destinations for tourists; on the contrary, they want
to be part of the group of cities characterized
by innovation and creativity. In this regard,
they need to activate projects and, at times,
they lack the tools to advance their own
strategies and choose instead to reproduce
already existing models. Although creativity appears to be contradictory to copying,
it is based on repetition and transformation

こういったプロジェクトは何の変化ももたらさ
ない模倣の再生産にすぎない。クリエイティブ
な行為は全て、様々な要素が交じり合ったもの
であり、そのプロジェクトに関わる人々すべて
に適切な状況をつくり出し、コミュニケーショ
ンとフィードバックのためのグローバルなネッ
トワークを促進するようなものでなければなら
ない。グローバルな要素をローカルな状況に持
ち込む場合、プロジェクトの発展そのものを起
爆剤として取り入れることが、独自の状況の創

of already existing elements in the previous
model. It is the mimetic reproduction that
brings no change. All creative processes
must mix elements, create the appropriate
context for people to be involved in projects
and foster global networks for communication and feedback. The combination of global
elements applied to local context can lead to
a particular landscape that incorporates the
development of projects as a generating element.
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出を導き出すこととなる場合がある。
芸術的実践の存在は、実用的なクリエイティビ
ティの概念と直接的に関係する。このようなリ
ニューアルされた都市のレトリックや文化的生
産物に関連する創造性とその活動は、他の秩序
への興味を呼び起こすため、意義ある役割を担
うこととなる。エコノミストやプランナー、人
類学者、政治家などの様々な専門分野では、す
でに芸術の実践について考慮しはじめている。
なぜなら、おそらく、彼らは都市に実用的な創
造性を取り込むためのインプットを提供するこ
とができるからである。通常、アーティストの
役割は、新たな地平線、アクションを起こすた
めのチャンス、新たなフロンティア、探索すべ
き新たな秩序を探すことであるので、このよう
なパラダイムは芸術分野においては新しいもの
である。このような考え方は、文化的生産物の

The existence of artistic practices is directly
related to the concept of applied creativity.
In this renewed rhetoric about city and creativity, activities related to cultural production acquire a relevant role as they waken
an interest in other disciplines. At this point
economists, planners, anthropologists, politicians, various professional fields take into
account artistic practices because they can
supposedly provide inputs in the creation
of a concept of applied creativity in the city.
This paradigm is new in the field of art, since
usually the artists have been those who have
sought for new horizons, new opportunities
for action, new frontiers to overcome, new
disciplines to explore. It is a different way of
looking at cultural production, as if this latter were able to propose new strategies for

もコラボレーションしている。

observing different multi-contexts in cities,
and therefore perceiving existing realities in
a different way.
Idensitat is the laboratory in which we have
developed and built the theoretical framework and space for artistic experimentation,
and where creative strategies are applied
to social context. The project is currently involved with a number of medium and small
cities, carrying out projects mainly in Calaf
and Manresa, and collaborating with other
cultural institutions in other cities such as
Mataró with Can Xalant, the region of Priorat
with Priorat Centre d’Art, El Prat de Llobregat with the municipality and Sondika, with
consonni.

イデンシタットとは ?

What is IDENSITAT?

イデンシタットは、場と領域の物理的、社会的

IDENSITAT is an arts project that investigates
ways to impact the public sphere through
creative proposals that work with place and
territory exploring their physical and social
aspects. Idensitat positions itself as a networked production and research space, de-

別の見方とも言える。都市の異なる様々な文脈
に即したプランを提示することが可能となり、
既存のリアリティを異なった見方で見ることが
できるのである。
Idensitat（イデンシタット）は、我々が芸術的
実験の理論的フレームワークをつくり、発展さ
せてきたラボラトリーで、社会的文脈の中で創
造活動を実践してきた。現在関わっているプロ
ジェクトは、主にカラフとマンレサなど中小の
都市で展開されており、さらにマタロのカン・
チャランやプリオラット地方のアートセンター
やエル・プラット・デ・ジョブリガットの自治
体、ソンディカのコンソニなど他の町の機関と

側面を探索する創造的なプランで、パブリック
な場に影響を与えていく方法を探るアートプロ
ジェクトである。イデンシタットは、アート分
野のネットワーク化されたプロダクションとリ
サーチのための場で、社会空間への関与と相互
作用の新たな形の様々な実験を行っている。
これらの活動はプロダクション・プロジェクト
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として定義され、公募や招待制によるプランの
提案から始まる。特定条件のもとでのプランの
発展は、プロジェクトへの地元の人々の参加を
促進するための一連の活動であるエデュケーショ
ナルアクションや、他の文脈において実施され
た既存の作品を考察するドキュメンテーション
プロジェクトなどを通じて行われていく。そし
て、最終的には、アクツオブコミュニケーショ
ンと普及のため、シンポジウムや展覧会や出版
物などという形で発表される。

1999 年から 2009 年にかけての

The set of promoted activities is defined by
means of production of projects, beginning
with an open call or an invitation, in order
to advance proposals for specific contexts;
through educational actions, in the course
of which local collectives are discovered, to
whom proposals are made to include these
projects in their programme of activities; and
through documentation projects, participating as works already carried out in other contexts. These are then presented through acts
of communication and dissemination, such
as debates, exhibitions or publications.

イデンシタットの活 動歴

iD#1 イデンシタットは 1999 年カラフの街で、
様々な分野のクリエイターによって提案された
プランにより、パブリックスペースへ介入して
いくプロジェクトとしてはじまった。最初、国
際的な公募のプロジェクトとして、社会的潮流
に影響を与えるようなプランが選出され、フィー
ルドワークを基にした実験や調査が行われた。
最初のプロジェクトは Art Públic Calaf と題さ
れ、1999 年から 2000 年にかけてカラフの街
で実施された。イデンシタットという名は翌年
になるまで使われなかったが、このプロジェク
トがイデンシタットの最初の活動である。この
ときに、以降に続くプロジェクトの基礎ができ
つつあった。イデンシタットは、クリエーショ

veloped in the field of art, to experiment with
new forms of involvement and interaction in

ンとは特定の場と具体的文脈に結びついたワー

social space.

ムを提案するものだと理解している。

クプロセスで、社会的な場に関与するメカニズ

Brief reference to the different IDENSITAT
editions carried out between 1999 and 2009
iD#1 Idensitat was initiated in Calaf in 1999
as a project that intervened in public space
by means of proposals from creators in different disciplines. Beginning with an international public call, projects were selected
capable of impacting upon social dynamics,
and which carried (forward) investigations
and experiments from previous fieldwork.
This first programme went by the name of
Art Públic Calaf, and was developed in the
town of Calaf between 1999 and 2000. It is
considered as the first programme of Idensitat, even though the name was not used
until the following edition. At that moment,
the basic points were established on which
subsequent programmes would be founded.
Idensitat understands creation as a work
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iD#2 イデンシタットの 2 番目のプロジェクト
は、2001 年から 2002 年にかけてカラフとバ
ルセロナで実施された。これは、コンセプト、
アイデンティティ、密度、場、コミュニティの
関係を中心とした活動で、上記の 2 つの街でプ
ロジェクトやアクティビティという形で実施さ
れた。国際的な公募と特定のプロジェクトとい
う形は今回も継承された。他の街のリサーチや
プロジェクトも含めるために、コネクションと
いう概念を取り入れて、様々な活動をつなぎ、
アートを他の分野と関連づけていくため、シン
ポジウムや展覧会や出版を強化した。「都市に
関する関与・反論」というテーマがプロジェク
トの促進剤のひとつとなった。このときから、
一連のプロジェクトはイデンシタットと命名さ
れるようになり、以降、様々な方法で統合され
現在に至っている。このプログラムでは、イデ
ンシタットはパブリックスペースにおける批評
的介入と社会的相互作用の主要な軸として特徴
付けられる。

iD#3 2004 年から 2006 年に実施されたプロ
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process linked with a particular space, and a
concrete context, proposing mechanisms of
involvement in the social sphere.
iD#2 For its second programme, Idensitat
was developed between Calaf and Barcelona
in the period 2001-2002. It was centred in the
relationship of the concepts identity, density,
place and community, with projects and activities developed between both municipalities. The previously used mechanism of open
international call and of specific projects,
were maintained in following programmes.
The concept of connections was introduced
in order to incorporate research and projects
coming from other cities, widening the set of
activities, reinforcing the debates, the exhibitions and the publication of texts that place
art in relationship to other disciplines. The
participation/representation dichotomy in relation to the city was one of the catalysts of
these activities. From this moment the name
IDENSITAT was used to refer to the set of activities. Along its trajectory, the project has
been synthesised in different ways. In this

ジェクトにはマンレサの街が含まれることとな
り、場の概念がより強調されるようになった。
どちらももともと活動拠点だった場所からは
25km の距離があるのだが、景観も社会的密度
や複雑さにおいても似たような特徴を持ってい
る。「都市の成長と拡大」という主題が軸となり、
この主題に沿ったプロジェクトや活動が実施さ
れた。2 つの都市の類似性が、都市の変貌とい
う側面の検証を可能にした。それは、建設ブー
ムの最後の時期にあたり、建築現場に後の都市
の景観を想像する、市民による街の発展と拡大
への願いが反映されていた。このときに、プロ
ジェクトの実施と地域の活動を担う他の組織や
人々を繋ぎ、仲介するという役割を持つエデュ
ケーショナル・アクションという考えが導入さ
れた。この場合、イデンシタットは創造的実
践を促進するプログラム、社会空間に関与す
るための新たな形を模索するプログラムと定
義される。

iD#4 4 番目の活動の主題は「ホーム・アウェ
イ（家を離れて）」で、カラフとマンレサだけ

programme, Idensitat was outlined as a thematic axis for projects of critical intervention
and social interaction in public space.
iD#3 The city of Manresa was incorporated
into the third edition realised between 2004
and 2006. This fact emphasises the concept
of territory. Both of the places from which
work was originated, in spite of being 25
kilometres apart, show a similar strength of
character as much in their landscape as in
their social density and complexity. On this
occasion the subjects of growth and urban
expansion were proposed as the thematic
axis along which to convey the set of projects and activities. The close proximity of
the two towns allowed for an examination
of aspects of urban transformation, which
coincided with the final moment of the effervescent constructive phase, prefiguring
a scenery in construction, and a desire on
the part of a majority of towns for growth
in expansive progression. At that moment,
the concept of educational action was incorporated, that defined the set of activities
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パブリックスペースに影響を与えるようなプロ
ジェクトの提案のためのプラットフォームとし
て、当初定義されていたイデンシタットは、場
所を変えながらプロジェクトを展開し、巡回す
るプロダクション・スペースとして発展し、そ
の環境における変化の展望や分析や提案をし続
けてきた。
iD とはもともとはアイデンティティ- 密度の意
味で、プロジェクトのタイトルとして使用され
た合成語だが、調査 / 発展、発明 / 発見、関与
でなく、マタロのカン・チャラン現代アートセ
ンターとプリオラットのアートセンターとのコ
ラボレーションにより、場所のネットワークが
拡大した。2007 年から 2008 年にかけて、以
上の街で様々なプロジェクトを展開した。地域
の様々な人々、グループ、組織とコラボレーショ
ンして連続的にアクションを展開し、パブリッ
クスペースへの効果的介入のメカニズムを提案
していった。「ホーム・アウェイ（家を離れて）」
というテーマは、長短、2 つの時間で概念化さ
れた。ひとつは、プロセスを基本とするもので、
もうひとつはその場限りのアクションである。
イデンシタットは、場の展望所と様々なプロジェ
クトの実験室として機能した。
iD #5 永続的な活動のためのプラットフォーム
iD #5 5 番目のプロジェクトは 2008 年の終わ
りから 2010 年の初めにかけて実施された。そ
れぞれのプロジェクトの定義は、複雑なメカニ
ズムの中における生きいきしたプロジェクトの
ために必須のものであったが、具体的なメッセー
ジが必要となってきた。メッセージは、小さな
文脈におけるクリエイターのプロセスを刺激す
るようなものでなければならない。イデンシタッ
トの 10 年来の活動とその方法論や主題が、iD
のスタートへと統合された。
プロジェクトは進化し、社会、文化、政治等様々
な状況における創造的プロジェクトの方法論の
探索と同時に、コラボレーションのネットワー
クは拡大し、様々な場所へと広がっていった。
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of mediation and relationship between the
production of projects and other collectives
that developed a local activity. In this case
Idensitat was defined as a programme generating creative practices and investigating
new forms of involvement and participation
in social space.
iD#4 In the fourth edition, on the theme of
“home-away”, the territorial network was
intensified and reinforced with the development of projects in Calaf, Manresa, and
incorporating this time, the city of Mataró,
in collaboration with Can Xalant Centre de
Pensament i Creació contemporania and
the region of Priorat, with the Priorat Centre
d’Art.The different activities developed in this
period, between 2007 and 2008, were carried
out in these locations. The option arose to
develop a continuous action in collaboration
with different persons, collectives or institutions in local contexts, as well as proposals to
activate mechanisms of prompt intervention
in public space. The dichotomy home-away
permitted projects to be conceptualised at
two speeds, long and short term, alternating
between two devices: one based on process
and the other based on ephemeral action.
Idensitat was defined as the observatory of
territory and the laboratory of projects.
iD #5 Platform for permenant performance
iD #5 The fifth edition of the project is devel-

/ 告発、疑問 / 討議、革新 / 減少など様々に解
釈できる。
iD はこのような変化を意味する。 イデンシタッ
トは、永続的な活動のプラットフォームとして
機能し、ネットワークの接点を拡張し、社会的
介入のメカニズム、コラボレーションのプロセス、
知識の生産を強化する。iD は、また、コミュニ
ケーションのためのアクションや伝達に力をい
れ、さらにはテーマごとに異なるプロジェクト
が展開されるため、プロジェクトの論点の主軸
を見極める。こうすることで、他の社会的組織
と繋がり、協働することが可能となり、プロジェ
クトの実践と様々な観客を対象としたコミュニ
ケーションや実験的な活動を行っていくことが
できる。このようなネットワークの考え方は一
時的なものとして出発したが、相互協力の要望
から、iD は現代のアーティスティックな様々な
プロジェクトを繋いでいくことを続けていくつ
もりだ。
パブリックな場に影 響を与え、テリトリーを
見いだすための創造 的 実践の限 界とチャンス
テリトリーを決めるのには様々な方法がある。
そのうちのひとつは、限界を定めることである。
また、他の可能性とは、方法論を定義することで、
それは境界をぼやけさせることに基づき、物事
の流れや変化を生み出しやすくする状況を生み
出すことに繋がるかもしれない。人は自分がど
うなりたいのかを、はっきりわかっていないこ

oped between the end of 2008 and begenning of 2010. The set of definitions that stood
out in each edition is a necessary ingredient to obtain a living project, complex in its
mechanisms, but which aspires to synthesise concrete messages. Messages that must
stimulate the participation of creators in processes that result in microcontexts. While in
former editions a theme of work was proposed, the methodology that Idensitat has
been rehearsing along its 10 years of life is
now synthesized in the initials iD.
The project has evolved, spreading a network of collaborations throughout different
locations, while seeking out methodologies
for the interaction of projects of creation
with social, cultural and political contexts of
differentiated shades. In this way, proposed
originally as a platform for the production of
projects impacting upon public space, Idensitat has kept on transforming into an itinerant production space, roaming throughout
the territory with projects that promote, at
the same time as generating visions, analyses and proposals of transformation in its
environment.
iD is Identity-Density, a synthesis that initially
gave its name to the project, but which could
also mean Investigate / Develop - Invent /
Discover - Involve / Denounce - Interrogate /
Discuss - Innovation / Decrease among other
multiple combinations of terms.
iD refers to this transformation. Idensitat
functions as a platform for permanent performance, extending the nodes of the network,
reinforcing mechanisms of social interaction,
processes of collaboration and of production
of knowledge. iD also projects actions of
communication and transference, as much
surrounding the axes of debate of the project, as of the different productions that will
be brought to term. In this way it will connect
and collaborate with other social realities,
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とがあるが、自分がなりたくないことの方は知っ
ているという場合が多い。自分がなりたくない
ことは全て、その人が落ち着いて自分の経験を
積み重ねたいと考えるテリトリーの外に追い出
される。これは、確立するための別の方法だ。
経験をテリトリー化することは、テリトリーを
つくるというよりは、新たなテリトリーのため
に経験を積み上げていくということで、探索す
るような意味でのテリトリーではなく、テリト
リーに対する異なる見方や生き方や参加の仕方、
介入の仕方を与えてくれるような経験のことで
ある。
我々は、文化的実践、創造的実践、特に芸術的
な創造の実践には、他の分野の専門家との協働
により、実り多い洞察や規範や思考が生まれる
と考えている。そういう意味では、コラボレー
ションとはギブアンドテイク、提案と参加、方
法論を討議し、形式化し、様々な方向性を持つ
視点を取り入れていくものとして捉えている。
ある一面的な見方が優位な場合（アーティス
ティックな現場ではしばしば見られることなの
だが）、パートナーシップは作品や行為を正当
化するために単に挿入された要素にすぎなくなっ
てしまう。他の人の仕事を基にしたプロジェク
トや、社会空間に影響を与えるような様々な要
素を取り入れるようなプロジェクトの場合は特
に、一面的な考えを押し付けたりするのは良く
ない。意見交換を求めるような態度が大切だ。
こういった特性を持つプロジェクトにアーティ
ストが関わりたいと思ったら、どうしたらそう
いう関係を気づくことができるのか詳細に考え
ることも重要なタスクのひとつである。コラボ
レーションを成功させるために必要なディテー
ルをおざなりにすると、道徳的で装飾的な偽り
の社会的プロジェクトとなってしまう。多くの
会社が社会的責任の概念の下にコミュニケーショ
ン戦略を入れているのは、付加価値を出すため
である。見返りのためや、もしくは既存イメー
ジの修正、収益が上がることを正当化するため
である。普通、倫理的な問題への出費はあまり
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working on the production of projects and
promoting linked activities of communication and experimentation with different publics. Through this idea of networking starting
from temporary and concrete questions, and
with the wish to find mutually reinforcing
aspects, iD intends to continue identifying
points of connection with different projects
linked to contemporary artistic creation.

問題視されないものだ。これは、イデンシタッ

Limits and opportunities of creative practices that have an impact on the public sphere
and work with territory.
There are many ways to mark territory;
one of these is to define its limits. Another
possibility is to define working methodologies, and these may be based on blurring
boundaries, bringing together issues that

トアートセンター、プラット・デ・ジョブリガッ

facilitate the flow and exchange between
things. Sometimes one does not know very
well what one wants to be, but nevertheless
is sure about what one does not want to be.
Anything that one does not want to be is to
be left out of the territory where one seeks to
settle and develop an experience. This can be
another way to build: by territorialising the
experience, that is, not so much by marking
territory, but by building up experiences that
generate new possible territories; not territories to explore, but instead, different experiences that provide or seek to provide a different way of perceiving, living, participating or
interacting in the territory.

トを通じてプロジェクトを促進してきた我々の
限界でもありチャンスでもある。
IDENSITAT #5 は、カタルーニャ州政府文化
とコミュニケーションメディア部門、マンレサ
市役所、カラフ市役所、バルセロナ県議会のサ
ポートで運営されている。カン・チャラン現代
クリエーションセンター（マタロ）、プリオラッ
ト市役所、コンソニ（ソンディカ）、ラ・カペィ
ヤ（バルセロナ）、アンガール（バルセロナ）
等と協働している。また、プロダクション・ス
ペースのネットワーク、チャルチャプロッドの
メンバーでもある。

a dominant position (and in the case of artistic production this occurs quite frequently),
partnership is reduced to the mere incorporation of an element that inspires or justifies a piece or activity. When it is intended
to carry out a creative project based on the
work of others or incorporating complex elements that affect the social sphere, it may
be particularly inappropriate to develop or
encourage one-way processes; it is essential to act with a will for exchange. When an
artists wishes to develop a project of this nature, an important part of the task will be to
detail how these relationships will occur. Neglecting these kinds of details that support
collaborative practices can easily drive the
project towards the process of a pseudo-sociological work; moralising and decorative.
What many companies incorporate in their
communication strategies under the concept
of corporate social responsibility could be
the equivalent of this kind of added value; a
sort of a payback or image restoration that
justifies their increasing benefits, sometimes
at the expense of ethical issues that are not
so justifiable. This is another one of the limits
and opportunities for those of us who have
tried to promote projects through IDENSITAT.

We think that the sphere of cultural practices,
creative practices and specifically creative

IDENSITAT #5 is a project supported by: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Calaf, and
Diputació de Barcelona.
With the participation of Can Xalant, Centre

artistic practices can provide fruitful insights,
formulations or reflections when there is real
collaboration with people from other professional fields. In this sense, collaboration is
understood as giving and receiving, proposing and participating, discussing meth-

de Creació i Pensament Contemporani de
Mataró; Priorat Centre d’Art; Ajuntament del
Prat de Llobregat; Consonni (Sondika); La
Capella (Barcelona) and Hangar (Barcelona).
Member of the network of production spaces
Xarxaprod.

odologies and formalisations, incorporating
multidirectional perceptions. When there is a
one-way perception of things, supported by
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NDSM ワーフ
NDSM wharf
アムステルダム、
オランダ / Amsterdam, Netherlands
アナ・ジョキック、マーク・ニーレン、エヴァ・デ・クラーク /Ana Dzokic, Marc Neelen & Eva de Klerk

1999 年、エ ヴ ァ・デ・ク ラ ー ク は、ア ム ス
テルダム北部にある放棄された NDSM 造船所
を再生するプロジェクトを立ち上げるために、
元スクウォッターやアーティスト、フェスティ
バルオーガナイザー、演劇の制作者や建築家
等と共に団体を設立した。2000 年には、総面
積 84,000m2（サッカー場 10 個分以上）の造
船所構内に移動。その時彼女が手にしていた
のは元造船倉庫の活用企画書の最初の 1 ペー
ジだけだったが、2002 年には厚さ 20 センチ
にも及ぶ運営計画書へと成長し、計画が現実

How and why did it start?
In 1999 Eva de Klerk formed a group with
(former) squatters, artists, festival organizers, theatre makes and architects and won
a tender for the re-use of the empty NDSM
shipyard in the North of Amsterdam. In 2000
she moved into the in total 84.000m2 area
(over 10 football fields large) premises with
in her hands the first pages of what was to
become the 20 cm thick business plan to
manage the development of the former shipbuilding Warehouse by 2002.

化していく。
NDSM の誕生には、アムステルダムにおいて、

At the roots of the NDSM project lays the
ever-increasing shortage of affordable work-

空間であり、出会いの場所であり、また多くの

ing space in Amsterdam and places to experiment. In the past these sorts of spaces
were mainly found in large squatted harbour premises. These buildings, most have
been vacated in 2000, can be seen as testing
grounds and meeting places for co-operating and innovative small scale businesses,
which are the starting points and breeding
grounds for many artists and small entrepre-

アーティストや小さな起業家にとっても、絶好

neurs.

余裕のある仕事場や実験的な空間がどんどん失
われていったという都市的な背景がある。以前
にはそういったスクワットされた大規模な空間
が、港湾地区で多く見かけられた。2000 年頃
にはこうした建物群はほとんど空き家状態になっ
てしまったが、こういった場所は、共同体や小
さなベンチャービジネスにとっては、実験的な

のスタートポイントであり、成長を育んでくれ

Describe the major activities
The alternative, autonomous creative scene
reinvented itself and was now reborn as creこのように NDSM の誕生により、旧造船所は、
ative entrepreneurs!
オルタナティブで自治的なクリエイティブ・シー
The NDSM project can be divided in three ンが再発見され、クリエイティブな起業家を育
separate - managing departments:
成する場として再生されていった。
A. Development, building projects in the plan
NDSM プロジェクトは、以下の 3 つの独立し
are:
た運営部門に分かれている。
・an art city (8.000 m2) designed, financed
る棲処のように思えた。
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Mark van den Brink

Watermarks,

B 管 理・レンタル部 門

B. Maintenance for housekeeping and rent

C フェスティバル部門

C. Programming for in- and outdoor festivals
such as:
• Robodock international art and technology
|festival; http://www.robodock.org
• Over het IJ site specific theatre and art festival; http://www.overhetijfestival.nl
• Awakenings techno music festival

通年屋内外で開催するフェスティバルの企画運
営を行う。フェスティバル事業には、以下のも
のがある。
・ロボドック・インターナショナル・アート &
テクノロジーフェスティバル
http://www.robodock.org
・Over het IJ サイトスペシフィック・シアター
& アート・フェスティバル

A 開 発・プロジェクト構築部 門の諸施 設
・アート・シティ（8,000m2）個々のクリエイ
ティブな参加者が設計し、経営し、建築する施
設。メインの倉庫は 80 以上のスタジオとアト
リエがある。
・東ウイング（2,000m2）演劇グループ、特殊
効果、舞台機構製作のための 12 の大型工房。
・フリーゾーン（2,000m2）鉄鋼、船舶、運送
会社とセラミック工房
・青少年施設（5,000m ）スケートボーダーた
2

ちが自分でつくり、始めたスケート公園、ボル
ダリング、音楽スタジオ、演劇稽古場など。
・多機能スペース（3,000m2）大型の展覧会、
映画、舞台芸術発表施設。
・レストラン 藁とリサイクル素材でできてい
る。
・風車、ヒートポンプ、植物オイルの燃料ステー
ション、電気供給などのエネルギー会社、心を
休める瞑想のための場所。
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and built by creative individuals - in the main
warehouse with over 80 studio’s and ateliers
・east wing (2.000 m2) with 12 large work-

http://www.overhetijfestival.nl
・アウエイクニングス・テクノ・ミュージック・
フェスティバル

spaces for theatre groups, special effects
company’s, stage builders
• a free zone (2.000 m2) for steel, boat and
transport company’s, and a ceramic workspace
• a youth cluster (5.000 m2) with a Skate Park
initiated and built by skateboarders, a climbing wall and music studios and theatre work-

・IJazz インターナショナル・ジャズ・フェスティ

shop area
• a multifunctional space (3.000m2) for large
scale exhibitions, film and stage presentations

ミュージックと実験芸術のフェスティバル

• a restaurant made out of straw bales en recycled materials
• an energy company with windmill in the

経済の問題についても言及しておく。非常に

crane, a heat pump and a fuel station with
vegetable oil, electricity and mind filling
meditation

バル
http://www/ijazz/nl
・ストーリー・テリング・フェスティバル
・シュトゥーブニッツ号プロジェクト
ロストック市（ドイツ）から航行する大型船舶
シュトゥーブニッツ号でのアンダーグラウンド・
・フリー・マーケット（毎月第一土日曜開催）
・セイル・アムステルダム

難しい交渉ではあったけれども、いくつかの
政府系機関から 1000 万ユーロを獲得したとき
は、天に昇るほど嬉しかった。こうした支援は
NDSM の利用者に配分されている。以下はそ

• IJazz, international jazz festival;
http://www.ijazz.nl
• Storytelling Festival
• Stubnitz - cultural vessel from Rostock Germany - for underground music and experiments
• Flea market every first weekend of the
month; http://www.stubnitz.com
• Sail Amsterdam
How is it managed financially?
The first euphoria was immense, when the
group - despite a very uneasy set of negotiations - managed to secure substantial support from several government authorities of
10 million euro. This support has been given
to the users of the NDSM wharf through:
a) a specially setup city Fund for investment
in affordable workspaces for artists and creative entrepreneurs
b) national government support for the philosophy of co-creation, sustainable energy
system and a new set of building regulations: the building of an immense art city in
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の内訳。
A）市の特別枠のファンド
アーティストとクリエイティブな起業家の仕事
場を確保するための投資として。
B）国政府の支援
共同制作という理念に基づくサスティナブル
なエネルギーシステムと、新しい建築条例の
立ち上げに対して。かつての倉庫街に濃密な
芸術都市を建設することは、世界でも例がな
いことだった。
C）アムステルダム市の青少年育成予算
青少年施設建設資金として
全体枠の中で最も大きく予算が費やされた部分
は、約 20,000m2、高 さ 20m 以 上 あ る 放 置 状
態だった元造船所の空間の整備。残りの予算は、
水道、下水、電気と基本インフラ（柱と床のラ
フな構造補強）に使用された。各人がそれぞれ
創造的に空間をデザインし、自分の仕事場をつ
くる経費を自己負担した。（人件費を除いてさ
らに 500 万ユーロがかかった。）この巨大空間
にワークスペース・ビレッジをつくり上げるた
めに、基本インフラと各スペースをつないでい
く。自分の仕事場の建設ではあったが、各々が
起業家としてクリエイティブな力量を発揮した。
結果的に、アーティストと起業家達の支払う家
賃で、屋根と壁を新設する 500 万ユーロの借
入金返済に充てることができた。
改 修 面 積 約 20,000m2 に 対 し て、合 計 約
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a former warehouse has never been done
anywhere in the world before.
c) youth department of the city of Amsterdam for the development of a youth cluster
From this sum, the most substantial part
is used to renovate the badly maintained
20.000 m2 large and over 20 meters high
main hall of the shipyard that is owned by
the local district authority. The rest is used to
provide for water, sewage, electricity and a
basic infrastructure (a rough open architectural framework of columns and floors).
The creative individuals have designed and
financed their own workspaces themselves
(an additional 5 million euro excluding labour costs) and attached them to the basic
infrastructure to create a workspace village
of sorts in this monstrously large hall. While
constructing their workspaces, the users
continued to perform their own business as
‘entrepreneurs’.
To sum up, the artists and entrepreneurs offered to pay rent to cover the costs of a loan
of 5 million euro for a new roof and standing
walls.
Total 20 million euro for 20.000 m2 new built
space. Above this, there is yet another 10.000
m2 available in the warehouse for further development.
From July 2007 the rough architectural framework finally became available for the users

2,000 万ユーロが費やされた。しかしまだ約
10,000m の倉庫空間が手つかずで残っている。
2

2007 年 7 月、基本改修の大枠の部分が終了。
空間の準備とは別に、組織運営の方針は、自分
のことは自分でやるというセルフ・マネージメ
ントを原則として採用している。
このプロジェクトが周辺に対して与えた影響は
小さくない。何より、市にとっては、NDSM ワー
フが同地区の他の開発を呼び込んだことで、既
に投資は回収したと思われる。例えば MTV ベ
ネルクス本社が隣接する倉庫に移転してきた。
またコンテナの中につくられた仮設の学生寮や
古いクレーン倉庫の上に建てられた巨大なガラ
ス部屋の集合オフィス等々、様々なものがある。
NDSM ワーフの入居者は最近、「自分たちの」
拠点が不動産ディベロッパーに売りに出される
かもしれないということを知らされた。売却さ
れれば、彼らがずっと大切につくり続けてきた
ものに対する発言権を建物もろとも失うことに
なる。大ホール 20,000m2 の一部改修済みの売
値は合計 640 万ユーロ。（屋根と自立壁の投資
コストにほぼ等しい）興味深い動きは、250 人
の入居者たちは自ら集団で借り入れを行い、市
に対して物件の価格を上げるように働きかけた。
しかしその申し出は、あまり明確でない理由に
よって拒否されたままである。

to plug-in. Apart from the spatial setup, the
organisational setup has been worked out as
a membership organisation around the principles of self-management.
What was the impact that it gave to
the surroundings?
For the city, the investment has already paid
back as the NDSM shipyard propelled the
other developments in the area – with for
instance MTV Benelux Headquarters moving
into the neighbouring warehouse, temporary
student housing made in containers, and a
huge glass box for corporate offices set on
top of an old crane construction, among others.
Where does it go?
Recently the users of the NDSM shipyard discovered that ‘their’ building is in the process
of being sold to real estate developer. And
with that, the users will lose their say in that
which they so preciously have been building
up – even physically. The sales of the main
hall of 20.000 m2, partly renovated, will bring
to the city the sum of 6.4 million euro (equal
to the sum of the investment costs for the
roof and standing walls). It is interesting to
know that the users, a group of 250 creative
individuals, were ready to collectively get a
loan and offer the city an even higher price
for the building, but their offer has been
turned down for unclear reasons.
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トランまで備え、もっとも新鮮な世界中の若手

Smart Project Space

チを引き出しながら運営している。

アーティストを集め、彼らからの様々なアプロー

SPS は、生きいきとした環境での芸術的な実験、
思考、発見を支援し、内向きな思索に止まらな

アムステルダム、
オランダ / Amsterdam, Netherlands

い実践を奨励する。私達は、芸術活動の政治性

トーマス・ペッツ / Thomas Peutz

を見据え、コミュニティを機能させ、かつ実験
室でもあり、アカデミックな要請にも応えるセ

SMART Project Space（以 下 SPS）は、ジ ャ
ンルを超えた文化のプラットフォームを実現す
る場として 1994 年に設立された。SPS は、文
化的成果物を再定義するためのコンテクストを
提供して、アーティストの支援をおこなう一方、
アーティストと観客の間に新たな刺激的な関係
をつくりだしている。かつて病理解剖室であっ
た建物に、SPS は作品制作と創造的リサーチ
の各種のプラットフォームを構築してきた。展
示場から映画館、制作スタジオからカフェレス

One of the strengths of the artistic programme of SMART Project Space has been
its growing commitment to innovation.
SMART Project Space commissions, produces and presents a multiplicity of exhibitions
and events which continue to push forward
the boundaries of each art form, encourage
artists in new collaborations, and make a feature of our unique venue capability across
the artistic spectrum.

ンター機能をもつ施設でありたいと思っている。
この意味で、SPS は社会施設としてのコンテ
ンポラリーアートの展示場所を確立しようとし
ていると言っても良い。SPS はあらゆる可能
性を包含しながら、現代社会で若いアーティス
トの担う役割を主張するのに必須となるプラッ
トフォームをつくり出そうとしているのだ。
SPS は、ひ と つ の 施 設 の 中 に、展 示、映 画、
音楽のための空間とミーティングの場所を併せ

Artist driven and alternative, SMART Project Space endeavors to be the beating heart
of the city of Amsterdam, a place of stimulation, refreshment, and adventure which
reaches out beyond the confines of its walls
to involve those in the City and far beyond.
SMART Project Space is at the forefront of
helping to introduce a new generation to the
excitement we all feel when great art makes
an impact on our lives. There are extraordinary talents and skills emerging in a new
generation of creative artists and performers: it’s our mission to support them, and
make the arts flourish.
SMART Project Space (SPS) was established
in 1994 as a site for cross platform cultural
practice. SPS supports artists by providing
contexts to define cultural production, while
at the same time, stimulating new relationships between artists and audiences. Housed

Studio space
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カデミー、リートフェルトアカデミー、サンド
ベルク・インスティテュートのような芸術アカ
デミーとアムステルダム大学、アムステルダム
自由大学の大きな学生人口があり、時間と好奇
心のある熱心な若い観客層をもっている。彼ら
は、不確定性や自己矛盾、混沌をおそれず、予
定調和に安住せず、挑戦的なプログラムに喜ん
で参加する。加えて、多くの外国人、職業人が
彼らの想像力を搔き立てるような新しい場所を
常に求めている。

LAB 111

持ち、ダイナミックで広範な観客層を開拓する
ためにいろいろな要素をもつ活動を展開してい
る。重要なことは、芸術上のコミュニティと地
域コミュニティのあらゆるセクションをつなぐ
ことである。SPS の目的は、オランダで最も
元気なコンテンポラリーアートスペースになる
ことである。
拠点となる建物に関して説明したい。SMART
は 2006 年にこの建物を購入している。2008
年には、1930 年代に建てられた歴史的建造物
である実験棟の大きな改修を終えた。4 階建て
の建物は、それぞれのフロアが別の機能をもっ
ている。全体で、10 個のスタジオと会議室、
700m2 の展示室、さらに特別企画室、メディア・
スタジオ、映写室 2 室、メインロビーに繋がる
カフェレストラン LAB111 がある。
我々の場所は、単に作品発表をする場所ではな
い。それは、恒久的な制作現場であり、日常的
にイベントが起きている生きた都市的空間であ
る。ダイナミックにいろいろなことが絡み合い、
変化を続ける創造と交換のシステムなのである。
公的資金の入った施設として、SPS は文化的
資本のなにがしかを地域に還元する責任がある
と考えている。SPS は、アムステルダムの文
化的インフラと市のユニークな性格を子細に検
討してきた。アムステルダムは、良質の文化資
産と豊かな芸術体験を享受できる都市であり、
郊外には大きな人口が控えている。ライクスア
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in a former Pathological Anatomical Laboratory, SPS has developed different platforms of
artistic production and creative research - from
exhibition space, to cinema, and from artists’
studios to café/ restaurant - drawing together a
wide range of approaches from the most interesting emerging international artists.
SPS encourages practices that transcend
reflexive observation by fostering artistic
experimentation, questioning, and discovery
in an active environment. SPS posits the political nature of artistic activity, and intends
to be an institution that is part community
facility, part laboratory, and part centre for
academic inquiry. In this sense, SPS challenges the established exhibition function
of institutional contemporary art spaces.
SPS endeavours to embrace the spectrum of
possibilities and to create a platform that is
pivotal in asserting the role of young artists
within contemporary life.
SPS has developed different elements of
activity in order to generate a dynamic and
broad audience by merging exhibition spaces, cinemas, music, and a meeting place
within a single facility. Importance is placed
on drawing together all sections of the artistic and local community. SPS aims to become the most well attended contemporary
cultural venue in the Netherlands.
SMART bought the building in 2006. In 2008

また SPS は、既存の社会構造に対しても新た
な選択肢を提供しようとしている。SPS のあ
るオールドウエスト地区は、多様な人種が居住
し、いろいろな芸術コミュニティがある地域で
ある。SPS の視覚芸術における国際的なプラッ
トフォームとしての位置づけは、アムステルダ
ム市にとっても重要な関心事となっている。
SPS の活動プログラムでは、アーティストに
対し、異なる文脈と、ジャンルを超えた交流
のなかで制作する機会を提供し、新しいプロ
ジェクトと展覧会を実現するよう求めている。
SPS は、アーティストからのプロジェクト提
案にきわめて柔軟に対応し、必要な制作チーム
を紹介したり、財政支援をこうじたり、専門的
なノウハウを提供したりする。一方、SPS 自
身の役割を博物館やその類似施設のように自己
規定するのでなく、むしろ新鮮なアイデアが社
会の中で認知できる成果を上げられる場である
ことに重きを置いている。
例 え ば、Hit & Run : Intervention in the City
of Istanbul、ADAM 、Gavins Wades project
Kiosk7 といったプロジェクトやレジデンスと
コミッションのプログラムは、社会契約、地方
分権主義と国家主義、文化的アイデンティティー
に対する批評的視線をもつものである。こういっ
たアプローチによって、アートとそれに関わる
地域と観客との関係について、あらたな考え方
を模索している。同時に一回性の展覧会よりは、

extensive renovations were completed to
the monumental Laboratory building (circa
1930’s). Four levels are separated according
to function: ten studios and a conference
room upstairs; 700m2 of exhibition space, as
well as a project space; a media studio, plus
2 cinemas; and a café/restaurant LAB111,
which can be accessed through the main
lobby.
The venue by no means offers only a simple presentation of works. It’s a permanent
workshop, a lively urban space with real life
events happening all the time. It’s a dynamic,
complex and mutating system of creation
and exchange.
As a publicly funded institution, SPS recognizes its responsibility to return something
of its cultural capital back to the community
it serves. SPS carefully considers the cultural
infrastructure of Amsterdam, as well as the
unique character of the city itself. The city
has the potential to be imbued with good cultural resources and copious art experiences,
and it has a sizeable audience waiting in the
wings. With art academies such as Rijksakademie, Rietveld Academy, and the Sandberg
Institute, as well as a large student population from the Universiteit van Amsterdam
and the Vrije Universiteit, the city has a thriving young audience with enough time and
curiosity to be involved in more challenging
programmes of activity that encourage fluidity, contradiction, remix, and unpredictable
results. Additionally, an extensive expatriate
and professionally mobile population is ardently on the look out for new places of cultural interest to captivate their imaginations.
SPS seeks to provide an alternative to the
existing institutional structures. Its location
in the Old West district is home to a diverse
ethnic neighbourhood and a significant and
varied artistic community. SPS’s position as
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Smart Project Space

長期契約に基づく持続性のある芸術作品に優先
順位をおいている。もちろん展覧会の重要性を
疑うつもりはないが、しかし、滞在制作や上映
会、音楽コンサート、批評、オープンフォーラ
ムやインフォーマルな発表といった、地域と近
しい関係を構築するためのエネルギーと思考の
土台となり、その活力の向上に必須となる事業
に注力している。
展覧会企画について重要なことは、SPS がプ
ログラムの強度と観客との密接な関わりを持ち
つつ、批評的でダイナミックな構造を維持して
いることだ。SPS は、アイデアが醸成される
場所である。アイデアとは、芸術作品について
だけでなく、映画について、また若者文化と音
楽についてである。それは新しい状況に対応す
るための思考を育ませていく場所でもあるのだ。
私たちは常に自身の立ち位置と目的を自問自答
し、その中で生まれるアイデアを試行していく。
展覧会企画の実現においても、できるだけ柔軟
な構造を構築するようにしている。年間で核と
なる展覧会は 6 回開催する。それと並行して、
全体のプログラムを強化する個展を組んでいる。
選ばれた個展のアーティストは、レクチャーや
パフォーマンスやワークショップ等、様々な方
法を通して、観客と関わりをもつ。加えて、制
作時期の最後にはオープンスタジオを行う。企
画の方向性は、とにかく全ての空間が可能な限
り活動していることであり、オランダのなかで
最も強力にコンテンポラリーなプログラムを組
んでいきたいと考えている。
加えて、SPS は、新作の実現の原動力となる
ことを最重要課題にしている。我々の挑戦は単
に作品の発表にあるのではなく、より長期的な
アーティストとの対話の中にある。SPS の力
点は、作品制作するアーティストを支援するこ
とだが、それは長い育成の時間と、リサーチと
展開のプロセスを通じての広範なサポートを必
要としているものなのだ。
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an international platform for the visual arts
is an important focus for the city of Amsterdam.
SPS invites artists’ to realize new projects
and exhibitions by giving them opportunities to work in different contexts and across
formats. SPS responds to project ideas with
a great degree of flexibility and supports
artists by finding the necessary production
team, financial assistance, and professional
know how. Rather than defining its role in
terms akin to museums or similar institutions, SPS aims to be a space where fresh
ideas based on perceptible developments in
society can take place.
Projects and exhibitions such as Hit & Run:
Interventions in the City of Istanbul, ADAM
and Gavins Wades project Kiosk7, as well
as the residency and commissioning programme, deliver a critical view on public
engagement, regionalism/nationalism, and
cultural identity. These approaches explore
new ways of thinking about the relationship
of art to its community and audience, while
prioritising the persistence of artistic work as
a long-term engagement, rather than solely
an exhibition spectacle. This is not to undermine the importance of the exhibition structure, but rather to express the intent of making residencies, film screenings, sound and
music performances, critiques, open forum
projects, and informal presentations central
to the life-blood of a vigorous and thinking
foundation that strives to be involved with
the city in a magnitude of intimate ways.
It is important that SPS maintains a critical
and dynamic structure that insists upon an
intensity of programming and critical engagement with its audience. SPS is a place

ディスカッションとレクチャーのプログラムも
重要な位置を占めている。SPS の定番のプロ
グラムとして、アーティストと専門家との対話
がある。内部的な実験と話し合いのレベルから、
より公の議論まで、いろいろなディスカッショ
ン・プログラムが行われる。公開討論では、参
加者みんながアイデアを出し合い、そこで意見
交換を行い、相互の発展を図る。公開レクチャー
やアーティストの発表は、全体のイベントプロ
グラムと調整した上で行う。また、SPS のコ
ンテンポラリーアートセンターの役割に固有の
こととして、明快に伝達するために投資するこ
と、アートをツールとして社会と関わっていく
ことがあげられる。
レジデンスプログラムは、アーティストとゲス

where ideas are cultivated about artworks,
films, youth culture and music and where

トキュレーターのダイナミックな交流の場であ

contexts develop that strive to remain spec-

の交流も行われる。こういったミーティング

る。アーティストと少人数の限定的な観客と

ulative in order to adapt to new situations.
SPS continues to ask questions about its
own status and purpose, and experiments
with ideas generated in response to these
questions.
The curatorial approach aims to keep the
exhibition structure as flexible as possible,
with a backbone of six core exhibitions per
year. Running parallel to this is an extra layer
of solo presentations that reinforce the total
programme. Artists working in project rooms
are requested to be available for specific audiences in various ways, such as through
lectures, performance events, or workshops.
Additionally, at the end of their work period,
audiences are welcome to visit their studios.
The curatorial vision is to keep all the spaces
as active as possible, and to create the most
intensely programmed contemporary art
space in the Netherlands.
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Smart Project Space

Smart Project Space

ティストと他国のアーティストとの間の創造

mobilizing engagement in active dialogue

的な対話とコラボレーションをアシストする

and debate.

ことである。レジデントアーティストは SPS

これまで述べたように、SMART Project Space

SPSound is conceived as a context specific
programme evoking new forms of critical
reflection on the question of contemporary music and its relations with other platforms of cultural activity. To articulate this
we have decided to turn the venue into a
laboratory for new interventions in order
to provide a specific context and bring

は、ますます革新的な事業への関わりを深め、

people together in a cultural space.

のプログラムの中で個別のプロジェクトを実
現するために招かれる。レジテンスの期間は、
通常 2 〜 6ヶ月、ほとんどは展覧会や SPS が
国内で関わる他のプロジェクト、また国際共
同制作と連携している。

は、SPS のスタジオスペースが使用されるが、
2006 年以降は、より多くひとが参加でき、議
論を活性化するという意図で、クラブ的な雰囲
気でやるようになった。
SPS は、SPSound という音楽プログラムを行っ
ている。SPSound は、現代音楽とその関連す
る他分野のプラットフォームに新しい批評的思
考を引き起こす場をつくろうとして始めた。こ
のアイデアをより明快に打ち出すため、会場を
実験室に見立て、音楽以外の他ジャンルのもの
と干渉しながら展開する音楽コンサートを企画
した。
こうしたプロセスは、アートと音楽を互いに向
かい合わせ、コラボレーションを引き起こす作
用をしている。異なる分野が混ざり合うことは
今日必然である。私達は、アートや音楽を含む、
様々な実践に対する新たな定義づけに挑戦して
いる。このような相互干渉を通して、私達を聴
覚と視覚の冒険に導く新たな領域とは何かを構
想し、定義することができる。最終的な目標は、
常に新たな発明が行われ、音楽とアートが相互

SPS finds it essential to act as a pivotal body
in the realization of new works. The challenge no longer lies in the simple presentation of pieces, but in long-term dialogue
and negotiation with artists. SPS focuses on
supporting artists in the production of works
that have a long incubation time and require
extensive assistance throughout the trajectory of research and development.

それはプログラムの力強さのひとつになってい

An essential part of the SPS structure is
ongoing dialogue with artists and art professionals. The need for private experimentation and discourse is balanced by public
discussions and lectures wherein all participants contribute ideas, thereby necessitating a form of exchange and co-development.
Public lectures and artists’ presentations are

市の息づく心臓部であろうとし、また刺激と休

scheduled in conjunction with the activity
programme to form a cohesive whole. Intrinsic to SPS’s role as a center for contemporary
art is investing in the task of communicating
with clarity, and encouraging art as a tool for
thinking about society.

の文脈をつくり出す場を創造することである。
スタジオプログラムについて、SPS は 20ヶ所
のスタジオを外部機関の選択したアーティス
トに提供している。SPS スタジオプログラム
は、アーティスト、作家、キュレーターと観
客の間の新たな関係を構築しようとしている。
さらに、SPS の目指すものは、オランダのアー
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The residency programme provides a place
for dynamic exchange between artists and
visiting curators. Critiques are organized
between the artists and small informal audiences. These discussions currently take
place in the studio spaces at SPS. Beginning
in 2006, the club will be available as a setting
for these gatherings with the ambition of

る。私達は様々なアートフォームの境界を越え
る展覧会やイベントを企画制作し、アーティス
ト間の新たなコラボレーションを推進し、この
ユニークな場がアートの境界を乗り越える力を
示し続けるよう努力している。
SPS は、何よりもアーティストの主導するオ
ルタナティブスペースであり、アムステルダム
息の場、都市の壁を越えた冒険の場であろうと
している。ここは、偉大な芸術が我々の人生を
変えるときに感じる感動を、若い世代に伝える
最前線である。新世代の創造的なアーティスト、
パフォーマーのなかには、優れた才能とスキル
が立ち現れている。彼らを支援し、そのアート
を結実させることが我々の使命である。

Such a process certainly also brings art and
music activities to confront each other and
collaborate. The merging of different disciplines is today inevitable; we are facing
the challenge of reinventing new identities
for different practices, including art and
music. It’s through this new negotiation
that we can start imagining and defining
new territories that bring us on an excursion into expressionistic sonic and visual
experimentation. Our ultimate intention
is to create a venue which functions as an
on-going laboratory of reinvention, and a
new context for art practice and music.
SPS has 20 studios available for artists, selected by an external commission. The SPS
studio programme facilitates new connections between artists, writers, curators,
and audiences. Additionally, SPS aims to
assist creative dialogue and collaborations
between artists from The Netherlands from
other countries. Resident artists are invited
to realize specific projects for the SPS programme. The duration of each residency is
usually for a period of two to six months,
mostly in connection with exhibitions or
other projects that SPS is involved with in
The Netherlands, as well as international
co-productions.
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Res Artis

レザルティス

急速に世界に広まったアーティストインレジ

Res Artis

続けている。その展開を促すものがネットワー

デンスを運営する組織として今もなお展開を

差 異 を 越 え た ネット ワ ー ク づ くり : レ ザ ル ティス の 世 界 的 な 広 が り

Networking across Differences: The Global Scope of Res Artis
アムステルダム、
オランダ / Amsterdam, Netherlands

クであり、とりわけアーティストの移動を促
進する活動に携わっている。
Res Artis はアーティストインレジデンスの国

マリオ A. カロ / Mario A. Caro

際ネットワークであり、文化交流の促進と文
化的多様性の活性化を目的として結成された。

「成長あるいは拡大が、ひとつのサポートチー
ムのシステムを有機的に発展させる場合もあ
る。」Res Artis（レザルティス）は、アーティ
ストインレジデンスの急速な発展から現在の
ような状況になるまでのプロセスで登場した
組織であり、20 年ほど前に活動を開始した。
1993 年、アーティストインレジデンスに携わ
るディレクターの小さなグループとして始ま
り、世界各国でアーティストインレジデンス
の必要性を呼びかける非公式な組織になった。

There are times when growth leads to the
organic development of a supporting struc-

その勢いは広範囲にわたり、現在 50ヶ国を越

ture. Res Artis is an organization that came
into being as the rapid expansion of art residencies in their present form began about
twenty years ago or so. It was started in 1993
by a small group of art residency directors
who formed an informal organization dedicated to addressing the needs of art residencies around the world. It is an organization
that continues to grow as residencies rapidly

金制度を共有するまたとない機会を提供して

える 300 以上の組織会員を擁し、情報や奨学
いる。また、距離の隔たりや相違点を越えた
コラボレーションも可能にしている。
世界中から集まったボランティアディレクター
で構成された委員会が運営しているため、ネッ
トワーク会員の多様性を反映するものとなっ
ている。アムステルダムにある事務所には非
常勤スタッフがおり、主に会費を財源とした
少ない予算で運営を行っている。
組織の主な活動としては、会員が集まり各自
の組織運営について意見を交換する機会を提
供することに重点を置いている。会場提供者
である会員団体と共に開催する主要イベント
として年 2 回の総会があり、大部分の会員が集っ
て数日間持続的な議論を展開する。また、地
域ごとの会議を開催し、地域特有の問題につ
いても取り組んでいる。
これら会議に加え、以下に示すように、会員
に各種サービスを提供する事業展開にも着手
してきた。
Res Artis Awards – 会員の寄付によりアーティ

emerge worldwide. The network encourages
that growth and is particularly concerned
with promoting the mobility of artists.
Res Artis is an international network of art
residencies that formed in order to promote
cultural exchange and diversity. Its extensive breath—over 300 members from more
than 50 countries—offers unique opportunities for sharing information and scholarship
in the field. It also provides possibilities for
collaboration across vast distances and differences.
The organization is run by a board of directors made up of volunteers from all corners
of the globe, reflecting the diversity of the
network’s members. The part-time staff,
whose offices are located in Amsterdam, operates on a small budget generated primarily
by membership fees.
The main activities of the organization focus on providing opportunities for its membership to meet and exchange ideas about
operating their organizations. One of main
events, programmed by the network along
with a hosting member institution, is its biannual general meeting, which brings most
of its membership together for a few days
of sustained discussions. The network also
organizes regional meetings that focus on issues specific to particular regions.
In addition to these meetings, the organization has also begun to develop severl programs that provide a variety of services to
our members. These include:

ストインレジデンスを授与するユニークな賞。
会員組織にとっては、ビエンナーレやアートフェ
スティバルなど、国際的なイベント開催地で
自身が選んだアーティストのスポンサーにな
る好機であるが、組織の知名度を上げるだけ
でなく、アーティストにとってもその組織の
レジデンススペースを利用する機会が与えら
れる。
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Res Artis Awards – this unique program
awards residencies donated by our members. It is an opportunity for a member organization to sponsor an artist they select at an
international venue, such as a biennial exhibition or art festival. This provides the organization broader visibility while also giving
an artist access to one of their residences.
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Res Artis

マリオ A. カロ / Mario A. Caro

ResSupport - 研修支援カリキュラムであり、

ResSupport - our training and support pro-

くという計画も含め、全国規模でアートを発

increase in residencies in Eastern Europe

新興組織に人的資源を提供し、組織の発展と

gram provides emerging organizations with
the resources to help them successfully
develop their organization. During the important early phase of starting a residency,
participants have access to seasoned leaders
in the field as well as to peers undergoing
similar challenges.

展させる構想が立ち上がっている。また、現

and Asia. Korea, for example, has recently
launched a nationwide initiative to develop
the arts, including a robust program to develop art residencies. China’s phenomenal
new role within the contemporary art scene
has also led to a sharp increase in the development of arts organizations, including residencies. And Japan has seen a very steady
growth in residencies, at least in their contemporary form, for more than a decade or
so. As our membership grows, we will con-

成功に向け支援する。アーティストインレジ
デンス立ち上げの初期段階は重要な時期のため、
アーティストインレジデンス事業参入者に対し、
ベテラン指導者や志を同じくする仲間と自由
に会える状況をつくっている。
ResSupport Fellowship-Res Artis Awards と
同様、我々の ResSupport カリキュラムに参加
する新会員に対し、既存のアーティストイン
レジデンス施設で会員資格を与え、現場でそ
の仕組みに触れる機会を作っている。
また、アート組織の必要性を国際レベルで呼
びかける政策展開も積極的に行っている。例
えば、絶えず忙殺されてしまう問題のひとつに、
アーティストインレジデンスに参加するアー
ティストの観光ビザ申請問題がある。
Res Artis は創作コラボレーションに対しても
格好の状況を提供する。イベントであろうと
長期プロジェクトであろうと、会員がパートナー
を探している場合、ネットワークを通じて世
界中の様々な組織に簡単にアクセスできるよ
うにしている。
また、ごく最近のことだが、東欧とアジアで
アーティストインレジデンス施設を増やす活
動にも取り組んでいる。例えば、韓国では、アー
ティストインレジデンスを着実に展開してい
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ResSupport Fellowship—as with our Res
Artis Awards, this will be an exciting opportunity for emerging members participating
in our ResSupport program to be awarded
a fellowship at one of our established residencies in order to gain on-site access to its
workings.

代美術界で役割を担い始めた中国の動向にも
目を見張るものがあり、アーティストインレ
ジデンスを含めたアート組織の整備が急速に
進んでいる。日本については、10 年以上もの
間、少なくとも現代美術においては、アーティ
ストインレジデンスが着実に成長している状
況を見ることができる。こうした会員の成長
に伴い、Res Arties は、サービスの拡張や新
たに浮かび上がってくるニーズに答える事業
展開を引き続き行っていくつもりでいる。

tinue to develop services and programming
that addresses the emerging needs of this
field.

The organization is also active in policy development that addresses the needs of arts
organizations at an international level. For
example, one of the difficulties we are constantly engaging is the challenge faced by
artists in gaining travel visas to participate in
residency programs.
Res Artis also offers excellent opportunities for creative collaboration. Whether
our members are looking for partners for a
special event or seeking to collaborate on a
long-term project, the network gives them
easy access to a wide range of organizations
located throughout the world.
Most recently, we have been focused on the
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アート・ジーン

Art Gene
バロー・イン・ファーネス、イギリス / Barrow-in-Furness, United Kingdom
スチュアート・バスティック/ Stuart Bastik

アート・ジーンは、バロー・イン・ファーネス

How and why did it start?

に住む 3 人のアーティストのチームから始まっ

We began as three artists/companies in Barrow-in-Furness who were then hiring industrial units to deliver large scale commissioned
work on a project by project basis. This was
expensive and did not provide us with a stable
base from which to undertake ongoing research. Cumbria County Council approached
us with an offer to rent space in the abandoned derelict Grade 2 listed former Technical College in the town. After 3 years working
with the Council to raise the millions of pounds
needed we successfully managed to complete
the building as that permanent base. Art Gene
was formed around the need to make the most
of the opportunities presented by the building
and for the wider engagement of artists in the
future of the town.

た。当時、プロジェクトベースの仕事では、大
型のコミッションワークを引き受けており、専
門業者に発注して制作を行っていた。ただ、そ
の方法だと経費がかかってしまい、活動を続け
る安定した場所を確保する事ができなかった。
カンブリア州カウンシルからのスペースレンタ
ルのオファーがあったのはちょうどその頃だっ
た。それは街の中にある単科工科大学の遺構で
あった。それから 3 年間かけてカウンシルと交
渉を続け、数百万ポンドの資金調達を行い、何
とか恒久的な拠点として建物を完成させること
ができた。アート・ジーンは、この地域の建築
物の可能性を最大限に引き出しながら、将来こ
の街でもっと多くのアーティストが活動できる
ように立ち上げた組織である。
アート・ジーンは、国際的な地域再生の独立し
たリサーチ機関であり、その主な活動は、プロ
ジェクト実現のため、アーティストと建築家を
結びつける仲介をすることである。アート・ジー
ンがリサーチをする場合、実際には、調査プロ
グラム、滞在制作、展覧会、専門家会議、シン
ポジウムと多岐に及ぶ活動を含む。そのリサー
チに対する投資には、地域、国、海外から幅広
い資金調達を試みている。それはまた、公共及
び民間組織とのコミュニティのなかでの包括的
なコンサルタント活動という性格も帯びている。
現在、バロー・ボロー・カウンシルとの協働で
7 つの再生プロジェクトを進行している。それ
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Art Gene's Building.

Art Gene is an independent International Regeneration Research Facility and an agency
engaging associate artists and architects in
project delivery. Art Gene’s research remit
extends across its program of research residencies, exhibitions, charrettes and symposiums. Our investment in research is then
applied across a diverse range of commissioned capital projects both regionally and
(inter)nationally. It also informs our integrated consultation activities within the public
and private sectors and communities.
Selected Current Projects
We are currently engaged in seven regeneration projects in partnership with Barrow

Artists in Studio
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は、住宅市場のリニューアル、タウンセンター
の店舗、新しい海沿いのビジネスパーク、バロー
の島々を活性化する滞在施設等々のコンセプト・
デザインからプロジェクトの実現まで様々で
ある。またサンダーランド市カウンシルの「Sea
Change」というゼロカーボン・リゾートを目
指すプロジェクトでは、移動式の多目的なエコ
ハウスを開発している。
さまざまのプロジェクトに取り組む際、我々は
リスクに配慮し、信用を重んじ、革新に挑戦し、
協力関係を尊ぶ。その目指すところは、一個の
芸術作品をどこかに設置するということよりも、
「社会環境、自然環境、また既存の人工的環境
を芸術的感性で満たす」ことが原点にある。
そもそもアート・ジーンのミッションは、アー
ティスト、建築家、学者、都市再生の専門家の
創造性を、新たに組織したデザインチームの中
で解放することである。また、同時に、熱意ある、
活気に満ちた、進取のデザインセンスのあるコ
ミュニティーを発展させるような、新しい仕事
の仕方を確立する必要があると考えている。コ
ミュニティーとデザインチームのありがちな関
係をいちから考え直し、よりよいものにし、そ
の土地らしさのある継続可能な再生プランを構
築しなければならないと思う。
デザインの原則として、常に考えなくてはな
らないことは、その場所とそこに生きる人々
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Borough Council: These include concept
design and the delivery of projects within
Housing Market Renewal, Planning, Town
Centre Retail, a new coastal Business Park
and visitor facilities promoting the Islands of
Barrow.
We are also creating a series of mobile
multi-use off-grid Eco Pods for Sunderland
City Council’s ‘Sea Change’ project working
towards a zero carbon resort.
We embrace risk, trust, innovation and collaborative partnerships aimed at ‘suffusing
the social, natural and built environment
with an artistic sensibility’ as a starting point
in preference to placing isolated artworks
within it.
Mission Statement
To free and creativity of artists, architects,
academics, and regeneration professionals
in the formation of reconstituted and revitalised design teams
To establish new working practices which
develop ‘fully engaged’, vibrant and proactive design-aware communities
To redefine and improve orthodox working
relationships between communities, and design teams towards the delivery of site-appropriate sustainable regeneration
Design Principles
To back high quality responsive design which

が既にもっている特性についてである。しば
しば意識されずにいるが、それこそが場所を
特徴づけており、質の高いデザインとは、常
にその様なものに反応するものである。街とは、
何よりも人であり、人とはある意味、人が生
きる場所であるともいえるだろう。そしてエ
コロジカルなデザインを第一に考えなくては
ならない。それは創造的なソリューションと
革新的で継続可能なデザインを実現するため
の積極的な挑戦である。
経営に関して、実際的なプロジェクトの実現と
コンサルタント業務による収入は、現在の状況
の中で活発な活動を続けるチームの維持には、
必須の要素である。これがあってはじめて、我々
はリサーチを続け、現実世界で結果を出してい
くことができる。アート・ジーンは、非営利の
有限責任法人であり、それ故、英国内また世界
各国から公的な資金調達が可能になっている。

builds on, often unrecognised, existing assets: those which characterise the particularity of places and the people that ‘live’ them.
To recognise that towns, at their best, are
essentially people and that people to some
extent become the places they live
To see ecological building as an essential: to
be embraced as a positive challenge which
increases opportunities for creative solutions and innovative sustainable design
How is it managed financially?
Earned income through delivering realworld projects and offering consultancy are
a growing and essential component in maintaining a thriving and evolving company in
the current climate. This enables us to maintain a research activity and apply and test the
results in the real world.
Art Gene is a not-for-profit Limited Company
which enables us to apply for public funding
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まもなくチャリティー団体として公認され、様々
な方面からの資金調達が行いやすくなるだろう。
とりわけコミュニティーの未来像をデザインす
るような企画の資金調達には有利に働くと思う。
私 達 は 捨 て ら れ た「ラ ン ド マ ー ク」的 な 建
築、地域にとっては心の問題として重要性のあ
る建物を再生することから始めた。その建物
は、もともとバローの労働者を訓練し、原子力
潜水艦と輸送船を建設するためのものだった
（1903-1989）。この建物には、現在いくつか
の州のカウンシルが入居している（州登記所と
教育部）。そのためアーティストとの協働の機
会も増しているし、館内の実験的な事業に刺激
を与えている。アート・ジーンのギャラリーは、
地元の人々が常に出入りしている。その人達は、
かつてはここをほとんど訪れることもなく、現
代美術には関心が無かった。我々は、世界中と
の繋がりを通して、より広いコミュニティーへ
の持続的な影響を我々の仕事が持つことを願っ
ている。
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from a variety of sources both within the UK
and worldwide through international partnerships. We are about to become a Registered Charity which will increase access to
funding for some aspects of our work, particularly that which proactively promotes the
engagement of communities in shaping the
future.
What was the impact that it gave to
the surroundings?
We began by redeveloping and re-using
a ‘landmark’ derelict building which was
emotionally very important in the town. The
building was originally built to train Barrow’s
workforce to build Nuclear Submarines &
Surface Ships (1903 -1989) . The building also
houses several County Council Dept’s: (inc.
County Register Office & Education Dept’s)
which increase collaborative opportunities

参考資料編

Appendix

for artists and makes for a vibrant in-house
experimental resource. Art Gene’s Gallery receives a regular throughput of local people
who formerly had little or no access to, or experience of, contemporary art. We hope our
work will have lasting impact within wider
communities through our associates around
the world.
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NY の疾風、P.S.1 -10 年目の報告
アラナ・ハイス × 木幡和枝

Alanna Heiss × Kazue Kobata

NY の疾 風 、 P.S.1 10 年目の報 告とスライド
マンハッタンから地下鉄でイースト・リバーをくぐって 15 分、倉庫街だったロングアイランド市。19 世
紀後期のゴシック様式の Public School No.1（第一小学校）のレンガ校舎を 100 余人のアーティストたち
が手にいれたのは 1971 年。都市と芸術のための資源財団のもとに、この P.S.1 に加え、マンハッタン島
の南端ウォールストリートにある裁判所の上層階と時計台、屋上をも占領して、Clocktower という場も
展開している。
P.S.1 の最大の特徴は、制作と発表の場が一体となっていることと、その脱国家性だろう。
この場は常にオープンで、展示やパフォーマンスを見に来た人がスタジオを訪ねてもよい。発端からマ
ルチメディアで、絵画、彫刻、インスタレーションなど美術分野から、写真、ビデオ、映画、音楽、ダ
ンス、パフォーマンス、ファッションショーと、多彩。倉庫と中流から下層の居住地区のど真ん中。理
事長アラナ・ハイス女史が筑波で開かれる〈価値会議〉に出席するのを機に、スライドなどを使ったプ
レゼンテーションを 1 月 30 日 5 時より、plan-B にて行う。

編集者註 : この文章は、当時発行されていた「アートポリティクス」（1983 年 1 月・2 月合併号）

ハイス女史のレクチャー開催を告げる PLAN-B 1983 年 1 月カレンダーより

からの一部転載である。基本的な語彙等は当時の表記どおりだが、明らかな誤字脱字は修正した。
また人名に関しても現在標準になっている日本語表記を採用した。

アートポリティクスは今回 1 月・2 月合併号として、
ニューヨークの「マルチメディア・オルターナティ
ブ・スぺース〈P.S.1〉」の特集を組む。この特集
の大半を占めるのは、同スペースの理事長アラナ・
ハイス女史が、1983 年の 1 月 30 日に、東京・中
野富士見町の〈PLAN − B〉で行ったレクチャーで
ある。
今回、あえてこの特集を組むに至ったのは、アメ
リカにおけるひとつの鮮明なアートポリティクス
の在り方を見ることができるからである。ひとつ
のサンプルとしてこのレクチャーのほぼ全体を提
示することは、アートの現場で活動する人々に、
刺激とイメージの広がりをもたらすだろう。
しかし、あえて断っておくが、我々は決して単に
アメリカの状況を持ち上げるために、この特集を
組むのではない。日本の状況に対する批評的視点
を持ち、具体的な展開に切り結んでいくことこそ、
重要なのだ。
※ 本号は、木幡和枝女史の多大なるご協力によって、
編集された。誌面をかりて、改めて感謝の辞を申し
述べたい。
© ISOZAKI Michiyoshi
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■ NY の疾 風、 P.S.1 10 年目の報 告■
レクチャーは、ハイス女史が持ってきた、作品や展覧会などの沢山のスライドを映写しながら進められた。
司会と通訳は、PLAN − B 企画委員であり P.S.1 の在日駐在員でもある木幡和枝女史。その日に映写された
映像を、誌上に掲載できないのが残念だが、ご容赦いただきたい。なおレクチャーの内容と関連があるもの
については、文中に説明をいれたので、ご想像願いたい。

アラナ・ハイス レクチャー

（スライド続く。ブルックリン・ブリッジの野外展

においても、私たちはとりたてて年齢制限というの

フスキー Jonathan Borofsky の “ピンポン台” とい

での様々な作品）

は持っておりません。若手芸術家だから盛り立てる

う作品 etc......）

野外からの出発

で、71 年には倉庫街、路上、それにマンハッタン

という方針は、一切持っていません。

ハ イ ス：ま ず〈芸 術 と 都 市 の た め の 資 源 財 団

南部の東側にあるバワリーという、アル中の人がた

（続いて 1973 年の〈芸術家の造ったおもちゃ〉と

Institute for Art and Urban Resources〉というのが、

くさん路上生活している地域の広場のようなところ

いうショー。今や有名になったアーチストがたく

ハイス：私たちはときどき、美術評論家に私たちの

私たちのインスティテュートの正式名称で、資金を

など、様々な野外の場所でエキジビションをやって

さん参加している。ローリー・アンダーソン Laurie

ギャラリーのオーガナイズを頼むことがあります。

集めたりする場合の法人名です。そして、そこが

いたわけですが、いろいろなトラブルもあるし、そ

Anderson の、頭を乗せるとお話の聞こえてくる枕。

評論家が自分の思うとおりのショーをやるという。

〈P.S.1〉と〈クロック・タワー〉という 2 つの場所

の他の問題も含めて、やっぱり場所を持とうという

ダンスのトリシャ・ブラウン Trisha Brown の木馬

たくさん教室がありますので、展示スペースは一度

を運営しているわけです。

ことになりました。それもできるだけ地面から離れ

など。

最初、私たちがインスティテュートを始めたときと

て上のほうへ、空に近いところに欲しいというわけ

さらにヴィト・アコンチ Vito Acconci のワンマン

いうのは、何も施設を持っていないで、野外のエキ

で、主に私たちが探したのは塔だったわけです。

ショー etc...）

一番最初にやったのは、ニューヨークにあるマンハッ

場所の獲 得 〈クロックタワー〉

場 所の獲 得 〈 P.S.1 〉

ネラル・アイディア、リチャード・ボスマン等が参

タンとブルックリンを結ぶブルックリン・ブリッジ

そして、とうとう、73 年に〈クロックタワー〉と

ハイス：今度はクロック・タワーから P.S.1 に話を

加している。続いて〈8 人のおかしな芸術家たち〉

という橋の下に、20 人〜 30 人の美術家が作品を持

呼んでおります、本物の時計台を手に入れました。

移します。ご覧のように見栄えは悪いですが、ここ

というショーetc......）

ち寄ったエキジビションで、今から 13 年前の話です。

今映っているのがそれですね。で、時計台はビルの

はもともとは小学校だったので、美術館にはないよ

ハイス：P.S.1 には 120 の部屋があり、2 か月間を

1971 年ですね。ニューヨークの活動の中では大変

てっぺんにあるんですが、そことその下の 2 階分の

うな大変有利な機能を持っています。非常に広い駐

1 シーズンとして 40 のショーをやりますので、常々

歴史的意味を持ったショーなんですが、当時やって

フロアー全部を、つまり塔をふくめたビルの上 3 階

車場と、搬入・搬出のための大変大きな出入口があ

いくつかは音に関係するショーがあります。これも

いる私たちはそういう意識はありませんでした。

分を、私たちは手に入れたわけです。

ります。（この時点では）エレベーターはありませ

そのひとつです。あと他に建築、詩、ビデオ、フィ

今、映っているスライドはそのときの様子ですが、

ただ、問題はこの素晴らしい時計台は空いていたん

んが、十分な広い通路があります。そういった有利

ルム、ファッション等、そういったちょっとずつジャ

私のディレクターとしての方針としては、あのしん

ですが、ニューヨーク市の財産だったので、お金を

な点をたくさん持っています。

ンルの違うものが、同時に行われています。

どい肉体労働をアーチストに全部やってもらうとい

払っても借りるということはできないわけですね。

これが正面から見た姿ですね。ここは、もと 12 年

これはビデオルームですね。廊下の長いところを展

うものですので、ここで働いているのはみんな美術

そこで、1 年間ぐらい市の官僚たちと交渉いたしま

間放置されていたのを戦いの末にぶん取ったわけで

示場としてつかっているところがあるんですが、ビ

家です。

して、やっとただで私たち芸術家が使ってよろしい

すが、その間空き家だったわけですから、屋根は壊

デオ上映もそこでやります。
” ビデオの廊下” と呼

こ の 作 品 は ゴ ー ド ン・マ ッ タ・ク ラ ー ク Gordon

という交渉が成立しました。

れている、窓ガラスは割れているという状態でした。

んでいるところです。

Matta Clark の作品です。彼は大変重要な美術家で、

これから映るのは〈クロックタワー〉の中で展示さ

そこで、市やいろいろなところから修復のためのお

このように私たちは展示を展示場だけでするわけで

私たちの活動にも大きな貢献をしてくれました。そ

れた作品です。

金をもらい、全部私たち自身の手で、アーチストた

はありません。廊下を使ったり、階段を使ったり、

ジビションを主にやっていました。
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ショーの多 様 性とスペースの多面 性

にたくさんのいろいろなショーができるわけです。
（さらに〈ニューヨーク・インベーダー〉
〈ニューヨー
ク・ビーストー野獣〉といったショーの様子。後者
には、キース・ヘリング、カナダのグループでジェ

して、4 年前に大変悲劇的な死を遂げた人ですので、

（クレイ・カネルという 84 歳の女性作家。アン・ノー

ちの助けも借りて作り直し、やっとオープンしたの

掃除道具を置く倉庫を使ったり、ダンサーの田中泯

その意味で皆さんに正確な名前をお伝えしたかった

トンというこれも高齢な女性作家の一生に一度だけ

です。この記念写真の若いころの私の顔は、その瞬

さんはボイラー室で踊りましたが、どこでも使いた

のです。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、

の展覧会と、高齢な作家のスライド続く）

間の顔で、周りにいるのはニューヨーク州知事、市

いところをつかえるわけです。

彼の後期の作品で一番有名なのは、建物を真っ二つ

ハイス：確かにアート界全体で言いますと、このよ

長、それから州のアート界の大物ヘンリー・ゲル

あっ、これはあまりきれいなスペースではありませ

に切った作品です。

うに年をとった人の作品を見せるというのは、巨匠

ツェラーといった、お金を出してくれた人たちです。

んが、2 階です。1 階はきれいに真っ白になってい

これもそのときの作品でアーチストはジョージ・ト

と言われる人は別ですけれども、あまりないことな

（P.S.1 でのショーのスライド続く。〈ニューヨーク・

ラッカースという人です。

んですね。しかし、P.S.1 においても、クロックタワー

ニューウェーブ〉というショー。ジョナサン・ボロ

ますが、2 階に行くとまだガタガタしているんです。
それはそれで、また面白いと思います。
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このスチュアートという作家は、部屋全体を変える

つまり、その間の時間がもったいないというのがひ

予算というものを立てます。その中には、もちろん

ことをやる人というのは、はっきりとアマチュア視

ということを行って、これは変えちゃった後ですね。

とつ。

給料も組み込まれています。そして、そのお金を集

されるということがあります。物質的にもちゃんと

タイルを張ったり、コンクリートを張ったりして、

そして、その立場になっても年に 1 回ぐらいしか、

めるわけですね。政府やいろんな助成金、企業、個人、

勝ち取っていないと、内容まで低くアマチュア視さ

サウンド・トラックを用意して、ひとつの環境を作っ

自分が思う存分やれるショーなんていう番は回って

ともかくいろいろな財源から必要なお金を集めるの

れるわけです。

たわけです。

来ない。しかも、その番が回って来ても、やれ委員

で、ほとんど毎日金集めの仕事というのがあります。

当然、私はたくさんの夢を持っているし、ビジネス

これはカニップ・チャプルという美術家ですが、彼

会だ何だのに費やすエネルギーで、実際のショーに

人に会って、話をして、金をぶん取って来るという

マンから見ればバカみたいなことを、たくさんやる

が部屋全体にペインティングしたものです。

費やすエネルギーは奪われてしまう。

仕事をしています。で、この予算に見合った金額を

わけですが、彼らから金を取ろうというときには、

（ハンガリーからの亡命者が作った劇団 “スクワット・

そういった体質に無駄を感じて、それだったらやは

集めるわけです。最初の 1、2 年は大変でしたし、

自分の給料は実際よりもっと高く言います。立派に

シアター” のショー。“TODT” というアーチストのグ

りもっと自分の考えていることがやりやすい場所を

今でも大変ですけれど。

世の中に通用することを一方でやっているというふ

ループの展示。ケニー・シャープというバーやナイ

自分で作ったほうが早いと考えたわけです。

次に実際の運営ですが、5 人のフルタイムの常勤の

うに見せる必要があるわけです。

ト・クラブでばかり発表している作家の作品。最近

で、今言ったのは大変利己的な理由なんですが、同

スタッフがいて、あとパートタイムの短期的にやっ

実際には、例えば電気器具のメーカーなんかから、

は、こういった作家が増えているという etc......）

時に、美術館という場所自体が、建物もそうなんで

たりするスタッフが 20 人います。この 25 人で、

彼らには理解できないようなヘンテコなものを借り

ハイス：これは私たち P.S.1 が後押しをしましてベ

すけれど、概念自体が相当古くなっている、そして

P.S.1 だけでも 1 年間に 240 のショーを行います。

たりするわけですから、それだけでもおかしな人た

ニス・ビエンナーレでやった上映です。何の招待も

現代美術が今ある在り様、やろうとしていることと

普通の美術館は、もっと少ないショーを 19 人ぐら

ちだと思われているわけで、それ加えて、無償でやっ

うけていなかったんですが、こっちから押しかけて

いうのが、必ずしも美術館でなければ分かってもら

いで行っているわけですから、最低これだけは必要

ていますとか言って、宗教的な臭いがして来ると信

行って、サンマルコ広場で勝手にやったのです。し

えないものではない、むしろギャップのほうが大き

です。

用されず、お金も出してもらえない。したがって、

たがって、ビエンナーレのプログラムには載ってお

いのではないか、という理由もありますね。

そうすると、私たちは自分のやる仕事というのが一

そういうことは絶対表に出しません。例えば、交渉

りません。

だったら、美術館という場所じゃない場所でやって

人ひとりに集中しますので、たくさんあって大変だ

に行くと、よく「いいですね、あなた方アーチスト

これでスライドは終わります。私の説明だけでは、

も可能だし、そのほうがいい場合もあるんではないか。

けれども面白いわけです。ですから、その 5 人のフ

皆さんが何を知りたいかということに合わないと思

例えば、壁は白くなくてもいいというような具体的

ルタイムも、20 人のパートタイムの人も、ともか

「そうなんです」とは絶対言いません。
「そんなこと

いますので、質問を受けて、それに答える形に切り

なところから始まった理由。あるいは、70 年代の

く仕事に対しては正当な報酬を払うというのが、予

はありませんよ。金のためにやっているんです」と

替えたいと思います。

作品は別の場所のほうが、もっとはっきり伝わるん

算を立てるときの前提であって、通常の仕事をして

いうふうに私は答えるし、そのほうが、向こうも信

じゃないかといったカンみたいなものもありました。

いる人よりも給料は、客観的に比較してみて、いい

用してくれるんです。アメリカ流のやり方なんでしょ

これが、動機というかきっかけです。

給料を支払っています。それから、健康保険とかもね。

うが。

美術 館ではない場 所

木 幡 ：そのへんのことは、あまりここで強調して

質問 ：貴女方が P.S.1 のようなものを作った動機は ?
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は。毎日好きなことやってられて」と言われますが、

それと貴女の地位は ? —つまり、役人なのですか ?

オーガ二ズムと経 済 闘 争

くれるなと、今言ったんですが（笑）
。

日本ではなしえなかった戦い

給料はどこから支払われるのでしょうか ?

地位についてですが、私のインスティテュートにお

ハイス：要するに、確かに私たちは過激派ではあり

質 問 ：東京に来て、アメリカに対する貴女の見方

ハイス：これを作ろうとした私自身のきっかけとい

ける地位というのは、もちろん有給のスタッフで、

ますが、過激なことを過激にやろうとすれば、その

は変わりましたか ?

うのは、ある意味で大変利己的な動機でした。これ

理事長です。ですから、給料も一番多くもらってい

ほうが他のことをするよりよいと思えなきゃいけな

ハイス：確かに日本に来て、今まで自分の知ってた

を始める以前は、いくつかの美術館で学芸員として

ます。普通の水準からいってもいい給料をもらって

いんで、思えるようにするには他でやるより、もっ

こと、考え方に変化が起きています。

働いていました。そのとき分かったことは、入った

います。

といい給料を保証するということが必要だろうと考

非常に身近なことで言えば、私はこの 13 年間毎日

ばかりの新人では、とうてい自分のやるべきだと思っ

組織としては民間の非営利団体です。公務員ではあ

えるわけです。

が政府の役人等との戦いの繰り返しだったわけです

たショーをやらせてもらえるということはない。5、

りません。

日本ではまたちょっと違うのかもしれませんが、ア

ね。それは、P.S.1 のような場所をやるにあたって、

6 年、じっと我慢しないと、その立場には上がれない。

経済的な運営の方法をご説明しますと、まず毎年の

メリカでは例えば理想主義的な人とか、無償で良い

お金をもらったり、建物をもらったり、ともかくそ
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ういう役人を相手に戦ってきたわけです。そして、

事をしていないんじゃないか、日本のそういった

ないだろうという、そういう責任感からくる類い

るいはその人白身についても、ある意味での成熟を

それがひどい状況だと思ってたんですが、日本に来

公の、あるいは機関の人はなにをしているんだ、

のショー。

しているか、あるいは良いとか悪いとか、好きとか

てむしろアメリカの状況に感謝していると言うか、

と文句を言いたいんですが、文句を言いに行く先

もうひとつは、もっと知名度のある芸術運動の中

嫌いとか、これはもうタメだとか若すぎるとか、同

日本ではそういう意味では戦う場すらない、戦うチャ

がない。そういう機関が皆無であると私には見え

からベストを選ぶというショー。ここにおいては、

じことばっかりやっていてそこから抜け出せないと

ンネルすらないということを知って、まだしもアメ

るんです。

新しいとかいう責任よりも、ベストの選択をする

か、非常に単純な、姿勢みたいなところの判断はす

リカなら戦える、何らかのものをぶん取れるという

だから、アーチストは自分で、自力でやれること

という評価眼が私たちに問われるわけです。

ぐにピンと分かりますね。

ことに、そういう意味では感謝しています。

をやるしかないというような現状だと思うんですが、

3 番目が、私たちなりの言い方における歴史的ショー

それからその次に、その人を取り上げるべきかどう

ただ、日本で、例えば PLAN − B のような自主的ス

ともかく政府の姿勢も違うというそのことは、何

ですね。美術館的な意味ではありません。私たちな

かの基準になるのは、私たちとしては、取り上げる

ペースだとか、あるいは個々のアーチストに対して

とか理解できるようになったわけです。

りの歴史的な見方で組んだショーです。たいてい私

ことでその人が今後、別の場所でも成功してくれる

の援助がほとんど皆無であるーーそういう仕組みす

で、そうしてみると、少なくともアメリカでは、何

たちのやる歴史的なショーというのは、美術館に

ことを望むわけですから、作品としてどうこうとい

らないということが、全面的に否定的なことか、マ

らかの戦いをすることが可能な構造であって、へん

入ると “現代美術展” とかになるようなものですが、

う以前に、その人が自分のやっていることに非常に

イナスなことかどうかは分かりませんが、ただ自分

な話ですが感謝の念にかられておりまして、この次

私たちのそれは長いスパンの時間をカバーしていま

納得しているかどうか、本当に夢中になっているか

がやってきたことは、日本ではやり得なかったこと

に政府の役人と交渉するときは、もっと彼らのこと

す。例えば今やっているのは、1960 年から 69 年

どうか、あるいはこれしかないというふうなある種

だろうという思いはあります。

を評価してあげながら戦うだろうと思います（笑）。

にかけてのミニマル・ペインティングのショーです。

の決意を本当にもっているか、十分に攻撃的である

ヨーロッパのいわゆる自由主義国は、ほとんどアメ

新しいものと古いものと

美 術 館・画 廊とは違ったアンテナ

そういった意味では、私たちは大変独断的な決定の

リカより、前衛芸術に対する援助制度はずっとしっ

質 問 ：スライドを見て、新しいものが多かったが、

ご質同への答えとしては、これでよろしいでしょう

仕方をしているんで「良心とか責も持たずによくも

かりしています。それから、第三世界にもよく参り

ニューヨークは新しいものばかりあるからなのです

か ? ところで、そういう意味では、いろんな面で、

まあ ...」というようなことを言われるんですが、こ

ますが、第三世界ではほとんど前衛芸術に対する援

か ? それとも、意図的にそうしたのですか ? それか

美術館やギャラリーなんかの場合と私たちの体質と

ういうふうに言うと分かってもらえるんではないか

助はありません。ただ、それは理解できるわけで、

ら古いものはどうお考えですか ?

いうのは、大分違うと思います。

という話を、ひとつします。

もともと国自体が大変貧しいわけだし、それと同時

ハイス：大変面白い質問なんですが、まず私たちが

例えば、他の人が評価の言葉というものを、まだ産

アメリカで、大変人気のあるコマーシャルがありま

に多くの国は腐敗していますね。権力者たちが甘い

どういう方針でやっているかを説明します。

み出していない若いアーチストのものをやろうとい

す。長い間、同じようなテーマでやっているマグロ

汁を吸っているというーーそういった現実の中で前

P.S.1 の場合、2 か月間で 40 種類のショーを同じ屋

うときは、“この 2 か月間” っていうような全体のワ

のツナのカンヅメのコマーシャルで、同じキャラク

衛芸術うんぬんと言っても、ちょっと現実とかけ離

根の下でやります。ですから、40 の部屋を使って、

クの中に入るようであれば、細かいことを言わずに、

ターがいつも出てきます。スターキストという会社

れすぎている。

それぞれ異なったものを準備するわけです。その中

その人のショーアップをやることになるんですが、

のカンヅメで、チャーリーというマグロが主人公で

ところが、日本となると、これだけ豊かな国であり

には 3 つのタイプを盛り込むようにしています。

その場合の判断の基準というのは、美術館の学芸員

す。彼は海の底を泳いでいて、コマーシャルによって、

ながら、政府に、芸術に対する政策というか姿勢と

まず、第一はいわゆるエクスポージャー、要する

や画廊主とは、大分違うはずです。画廊主というの

いろんな違うことをするんです。お花を持っていた

いうのが、まったくないんじゃないかと思うわけで

に今まで知られていなかったものを、初めて紹介

はひとりのアーチストと長く付き合うわけですよね。

り、本を読んでいたり、絵を描いていたり ...。上か

すけど、何故そうなのかということは、日本につい

するという類のもので、社会的にまだはっきり見

私たちの場合は一回出したら、もちろんもう一回と

らはスターキスト社の釣り針が下がっていて、それ

てよく知らないので、理解できません。ただ、現状

えていない、あるいは聞こえてきていないものを、

いう場合もありますが、それが前提にはなっていな

に引っ掛けてもらうと、釣り上げてもらえるんで、

についてはびっくりしています。

私たちが発掘するようなことですね。美術館のよ

いんで、そういう私たちのアンテナと画廊主たちの

チャーリーはそのために、いろんなことをするわけ

例えば、私は日本に来て、外国においては日本の

うなものには、まったく登場していないし、美術

アンテナとでは、キャッチするものが違ってきます。

です。そうすると、必ず声が聞こえてきて、
「悪い

芸術家・美術家があまりよく知られていない。自

館の人たちはまったく知らないだろうと思われる

で、私たちのようにやっている立場からすると、アー

けどチャーリー君、われわれは君のような趣味の良

分の国の人を効果的に外国に出していくような仕

ようなものを、私たちは最初に見せなければなら

チストに会った場合、その人の作品についても、あ

いマグロが欲しいんじゃない。食べたときに良い味

か、といったことです。

ヨーロッパの国は、しょっちゅう仕事で訪ねますが、
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のするマグロが欲しいんだ。だから、君はダメ !」っ

なかなかやれなかったわけです。

クで発表しても、あまり興味を持ってもらえないだ

これでは全然足りないんで、他の必要な分はウチ

て言われるわけです。

理由は 3 つあって、ひとつは売れないということーー

ろうと思われる作品は、ひとつは硬派の抽象画、そ

のほうの予算から出すわけですが、この申し込み

私たちのアーチストの見方というのも、それに似て

画廊は作品を売って儲けるわけで、展示期間が終わ

してインスタレーション一般というのが、現状です。

というのは、全米から何千件と来ます。

いて、趣味の良いアーチストが好きなんじゃなくて、

ると壊してしまうインスタレーション・アートでは、

非常に無責任な、アートをビジネスとして見た場合

で、それの審査会がありまして、そこで決定する

ばっと出したとき、受け取った側にとって良い味が

売る作品がないわけです。2 番目は、何か壊したり、

の言い方ですが、現象としては確かにそういう変化

んですが、その基準というのは、どうしても大き

するかどうか、そういうところを基準にしているの

塗りなおしたり、その場所をいろいろ変えるわけで

がありました。

なスタジオを必要としている人というのが第 1 です。

だと思います。

すね。それは困るというのがひとつ。3 番目は、当

逆に私の個人的な好みを言えば、60 年代後半から

例えば、家が焼けちゃってスタジオがなくなった

時の意識としては見に来た人がちっとも面白がらな

のカール・アンドレとか、リチャード・セラ、ヴィ

とか、夫婦そろって芸術家だがスタジオがひとつ

アートシーンの変 容

かったわけです。

ト・アコンチといった人々のミニマル・アートが好

しかないとか、そういう必然性みたいなのが、ま

質問 ：現代美術の中でも立体のものより、タブロー

この 3 つの理由から画廊的な場所では大変やりにく

きだし、さらに自分の世代のシンパシーとしてはポ

ず第一の審査基準になっています。

などが、最近多く出て来ているが、見る人はそこか

い仕事だった。でも、やりたいというアーチストが

スト・ミニマリストと呼ばれるようなジーン・ハイ

らどんな感じを受けるのでしょうか ?

76 年前後というのは多かったんです。そういう人

スタイン、リチャード・ノーナスといった人たちで

各 国 政 府と契 約を結ぶ

ハイス：私の無神経さでは答えられないような質問

たちを快く迎えた場所として P.S.1 はまず知られた

すが、彼らとなると今はほとんど何もしていないの

残りの 20 のスタジオが外国のアーチストのために

ですね ...。

わけですね。

ですね。何かやったとしても、誰も興味を持たない

とってあります。今、約 15 か国からアーチストが

質 問 ：つまり、優れた作品を見せて人々を容易に

何故 P.S.1 でできたかと言いますと、私たちはまず

というのか、もうあいつらちょっとズレているんじゃ

来ております。で、この 15 か国から、毎年、違うアー

感銘させると言うよりは、時空間を共有して何か探

作品を売る必要がなかった。そういう経済構造には

ないか、みたいに言われていますね。

チストが来るわけですけれども、これはアメリカ国

るという芸術の機能が最近は低下して、むしろ自己

なっていなかった。もうひとつは 120 の部屋があっ

完結的な、そのまま受け取りやすいものが多くなっ

て、しかもほとんどめちゃくちゃに壊れかかった部

国 際スタジオ・プログラム

まず、この P.S.1 のスタジオ・プログラムに参加す

て来ているのではないでしょうか。P.S.1 の場合、

屋だったから、どんなに壊されても大して問題では

木幡：P.S.1 のひとつの大きな特徴として、“国際

るためには、日本なら日本の政府系の芸術機関が、

家族連れなどで見に来る人はどんな反応をしていま

ないという状況だった。3 番目は見に来る人がほと

スタジオ・プログラム” というのがあります。これは、

P.S.1 と契約をむすんで、スタジオを借り受けると

すか ?

んどアーチストで、そういうものがすごく好きだった。

ショーとは別に制作の場を持っているということ

いうことが必要です。そして、それに当たっては年

ハイス：今のご質問に答えるのが、大変難しいとい

そういうところから P.S.1 ではインスタレーション・

なんですが、そっちの面についても説明してもら

間 3 千ドルを支払わなければなりません。大変安い

うのはですね、個々のアーチストの仕事を見ても、

アートを迎え入れることができたんです。76 年か

いますので、ちょっとお聞き下さい。

です。

多くのアーチストの仕事が今大きく変わって来て

ら 80 年にかけて、私たちはインスタレーションに

ハイス：この話はアーチスト以外の方々にはあまり

で、これは管理費、維持費、電気代等に使われるわ

いるところだと思うんですね。そこに関わる質問

限っても 300 ぐらいのショーをやったと思います。

興味のない話かもしれませんが、今日はアーチス

けですが、実際はこの 2 倍かかります。半分はアメ

なんで断言するのが難しいんですね。

ところが 80 年代になって、アート・シーンの中で

トの方が多いと思いますので、お話しします。

リカ側というか、われわれ P.S.1 の側で集めたお金

少なくとも、P.S.1 のお話しをしますと、1976 年

のイタリアとドイツの人々の現代的な意味での影響

あの建物の中にある 120 の部屋のうち、40 の部屋

でまかなわれます。つまり、この必要経費の半分を

に P.S.1 はオープンしたんですが、そのときは、ま

力が、強くなって来ました。その人たちが、絵画と

はスタジオとして使われています。うち 20 の部屋

アーチストを送り出す側の国の政府が払うことが必

さにインスタレーション・アーチストのホームグラ

か彫刻といった、形態としては古いアートを出して

はアメリカ全土から来るアーチストの場所となっ

要なんです。

ウンドというふうにみなされていました。場所も広

来るわけですね。ですから、時期的に新しいものは、

ていまして、選ばれた人は 1 年間その部屋を制作場

単純に、それで 1 年間ニューヨークにスタジオを借

いし、非常にオーブンな場所なので。

形態としては古いというように、状況としては随分

所といたします。自分のスタジオとするわけです

りられるのならいい、ということになりますが、あ

そのころまでも、非常に多くのアーチストが、いわ

変わったので、P.S.1 自身もインスタレーションの

よね。

る国の政府にとっては、3 千ドルというのは、お金

ゆる画廊のような場所で、インスタレーション・アー

ための場所というのから大分変わって来ています。

で、家賃を払ってもらうわけですが、これは電気

のうちに入らないわけです。それだけでは、まだ不

トをやろうと戦ってきたケースが多かったんですが、

これはあくまで現象的なことですが、今ニューヨー

代にもならない 1ヶ月 40 ドル（当時の 1 万円）です。

十分です。

内から来る場合より、もう少し複雑です。
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私たちとしては、このスタジオに来る、その国のアー

間制作をする、そういう形で初めてアーチスト同士

が意味あることだと思える人かどうか、という基準

ても不思議はないのに、どうしてないのかと、よく

チストにちゃんといい仕事をしてもらわなければな

の出会い方があるんじゃないかと思っています。

が大変重要なわけです。

言われます。

らないわけですから、そのアーチストがニューヨー

ですから、ポッとただ来て、ニューヨークに下宿し

その他にも、この国は 2 年続けて絵描きだから、今

クで十分いい仕事ができるための生活費が必要にな

て制作するのともまた違うわけで、このプログラム

度は彫刻の人にしようとか、パフォーマンス・アー

ります。これは、送ってくる国が負担しなければな

に興味を持っているアーチストのコミュニティがす

チストだったから、今度は別の方がいいんじゃない

りません。この額は私たちの計算でいくと、最低で

でに恒常的にある、それから他の国から来たアーチ

か、といった技術的な基準もあります。

質問 ：P.S.1 のスタジオに来て欲しい人を選ぶのに、

も年間 1 万 2 千ドル（300 万円）は出さなくてはな

ストも 1 年間そこで制作するわけです。そういうな

が、一番重要なのはその国から誰も知らない人が来

第 1 次審査はその国の何らかのコミッティが選んで

らない。

かで、仕事をするというプログラムです。

るんじゃなくて、受け入れる私たちが来て欲しいと

候補者 10 人を出して来る。そうすると、最初に日

ですから、家賃の 3 千ドルと生活費 1 万 2 千ドル、

このような私たちの性格を世界のほとんどの国のい

思う人に来てもらうために、最終決定権は P.S.1 の

本なら日本で評論家かなんかが集まって選ぶとする

それに航空運賃を、その国がアーチストに対して奨

わゆる文化省、日本で言うと文化庁のようなところ

側の審査会にあるわけです。

と、その選ぶ評論家というのはどういう人たちで、

学金のような形で約束してくれない限り、私たちと

に提出して、こういうことをやるんだけど、おたく

また、少なくとも 3 年 5 年という形で長い間かかって、

どういう好みなのか、さらにそこに役人が加わった

しては受け入れられないんです。路頭に迷わせたん

の国は参加しますかということを聞き、徐々にこれ

毎年、人は変わるけれども前の年の総括や成果をふ

りすると、選ばれる 10 人というのはもう決まっちゃ

では、責任がとれないわけですね。

に参加する国が増えてきて、現在 15 か国になって

まえる形で徐々に関係をつくっていきたいんで、1

うんじゃないか。もっと端的に言えば、オフィシャ

いるわけです。

年だけ試しにやってみますというのでは参加できな

ルなアーチストだけが選ばれて、ニューヨーク側は

いんです。日本からはこれに参加していません。で

その 10 人にしか触れずに、そこから選ぶとなると、

生活全部を共有する
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何かご質問があったらどうぞ。
“ 審 査 “の持つ危 険 性との戦い

昔はある国が、あるアーチストを援助するという場

双 方の期待を担える人を選ぶ

すから、私たちは日本のアーチストのショーという

もともと P.S.1 がアプローチしたい人たちは、全部

合、展覧会にかかる莫大な費用を出してあげるとか、

もうひとつ重要な点は、日本はこれに参加していな

のもたまにやりますけれど、これは非常にイレギュ

落っこっているというような危険性もあるのではな

そういった発表関連の援助というのが多かったし、

いんですが、例えば日本が “よし、今年は誰だれを

ラーなことに結果的にはなっています。

いでしょうか。

いまだに発表というところに直結した形で助成金を

派遣しよう” といって、バーッとパラシュートで落っ

出すのがいいというふうにも言えますが、P.S.1 と

ことすんでは困るわけで、誰が来るかというのは大

参 加 望まれる日本

の場合も、そのへんの問題を考え、今ではいわゆる

しては、例えば日本からボンと作品だけ送られて来

変複雑なシステムで選ばれるんですけど、簡単に言

木 幡 ：ハイスさんと私は、国際交流基金だとか文

オフィシャル・アーチストは最初から受け付けない

るよりは、アーチストが来てくれるほうが面白いし、

うと審査委員会が、その国とニューヨークの私たち

化庁だとか、いろんなところを訪ねて、このプログ

ということをすくなくともルールとしては出してい

大事にしたいんですね。しかも、アーチストがただ

との両方にあるわけです。で、まずその団の審査委

ラムには日本もぜひ参加して欲しいという勧誘に歩

るわけですから、選ぶほうも、それを意識して選ば

来ればいいってものではなくて、単なるビジターで

員会が、候補者を選びます。1 部屋 1 名のアーチス

きまわっているんですが、まだ 2 つ返事のところは

ざるをえないわけです。けれども、そういう問題に

はアーチスト同士が出会うには全然不十分ですから、

トを受け入れるようになっていますが、1 国から 1

なく、いろいろ難しいんですが、みなさんもぜひこ

ついてはどういうふうにお考えですか。

やはり生活全部を共有するということを前提にした

名派遣するのに、10 名の候補者を選ぶんです。そ

のプログラムをやってくれということを、いろんな

ハイス：今おっしゃった、誰が選ぶかによって、も

いと思います。

して、その人の作品のスライドや写真を送ってくる。

機関に要求していただきたいと思います。

ともと P.S.1 の意識では範ちゅうに入らないアーチ

アーチストがどんなに素敵でも、どんなに美しくと

私たちニューヨークの P.S.1 の側の国際委員会が、

日本が参加できるという状態になるのは、いろいろ

ストが来てしまうんじゃないかということなんです

も、どんなにロがうまくともしょうがないんで、い

各国 10 名の候補者の中から 1 人を選ふ最終決定は

なところに話に行った感触では 2 年ぐらいはかかる

が、私たちも当初その問題に直面して、構造として

い作品を作ってもらわなくてはならない。そのため

われわれがさせてもらうというやり方です。

と思いますが、みなさんが年をとらないうちに、早

はそういうことが起きないような形にしました。

には、P.S.1 に見にくる人、関わってくる人も含めて、

この方式で何をしたいかというと、一番重要なのは、

く実現したいと思っています。

で、その国における審査委員会というのは、文化庁

非常に広範なアーチストのコミュニティが関わって

派遣する側の国において、みんなの期待を集めると

ハイス：現実にいろんな国から来ている人たちから、

なら文化庁の役人というのは 1 人しか入れません。

ますので、そこがそのアーチストを迎え入れるーー

いうことと同時に、私たち受け入れ側が、1 年間ニュー

日本は何故入ってないんだろう、とよく聞かれます

あとアーチストが 2 人、美術館の学芸員が 2 人、そ

そういう関係性の中で派遣されたアーチストが 1 年

ヨークでわれわれと一緒に制作をして欲しい、それ

からね。今の経済状態や国際的立場からすれば、あっ

してその学芸員のうちの 1 人は私か私たち独自の情

例えばパリ・ビエンナーレやベニス・ビエンナーレ
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報網から推薦します。それから評論家が 1 人、この

ということで、次のような対応をとりました。

話はすでにあそこで決まっていたんだな、というふ

メンバーで審査するわけです。

ニューヨーク側の審査委員は予定されていたよりも、

うに言われかねない。人はいつもそういった談合み

------------------------------------------------------------------------

そして、アメリカにおける第 2 次審査会には、この

国際的にもずっと大物ばかりを集めて審査会をして、

たいなものが、どこかで起きているというふうに、

委員のうち誰か 1 人がスライド等を持ってやって来

その席上「これはひどい」という発言が出たわけで

何もなくても考えがちな世の中ですから、このへん

て、アメリカの委員の質問に答えるということが必

すね。その発言を全部議事録として送り、そして 1

の問題は注意してもしきれないぐらい面倒臭い、し

質 問 ：まず、P.S.1 とクロックタワーの両方を統括

要なんです。

人も選ばなかったわけです。これではこのシステム

かも間違いの起きやすい問題だと思います。

する〈芸術と都市のための資源財団〉という名前に

そこで、例えばオフィシャル・アーチストしか出て

にのっとって選べない、おたくは情報を非常に少な

いない場合は、どうしてかと聞くわけで、そのまま

くすることによって自分たちのセレクションを押し

努力と夢

木幡 ：それはぶっちゃけて言えば、最初がそうであっ

通すということはできない構造になっています。そ

付けているではないかということを言って、1 人も

質 問 ：日本政府に文化政策がまったくないのは事

たように、芸術の資源でもあり都市の資源でもある

れから、ニューヨークにおける審査委員会も同じ人

アーチストは選びませんでした。

実ですが、アーチスト個人や団体としては公的組織

古い建物を乗っ取るということですね。それを、美

員構成になっており、P.S.1 は 1 票も持っていません。

で、この 3 人のアーチストには大変申し訳ないことで、

と交渉して現代美術を盛り立てる努力を続けている

辞麗句で言うと〈芸術と都市のための資源財団〉と

もう一つ重要なのは、この審査委員会というのは、

アーチストとしては非常にいいアーチストも入って

人たちもいます。いずれ、官僚的な公共の態度もか

いうことになるわけです。

同じ人が 10 年間その権力の座に居座るということ

いたんですけれど、むしろ、その国の審査会の側の

わることを望んでいます。横浜市の例なんかはその

質 問 ：P.S.1 とクロックタワーのスタッフというの

はなくて、毎年メンバーが変わるということです。

態度の問題だったんで、全面的に拒絶して、今、そ

ひとつだと思います。

は同一なのでしょうか。それとも、別々の構成なの

で、今の問題——選抜というのは、私たちにとって

の国は参加していません。

ハイス：今の話を翻訳してもらう前に、今の方がお

でしょうか。

も一番頭が痛く、それでいて一番重要な問題なんで、

けれども、そういう形で何とか “選ぶ” という大変

話ししている姿を見て、私は夢を見ました。その夢

木 幡 ：現場のスタッフはもちろん別です。クロッ

1 年間でだいたい 15 回の審査会をニューヨークだ

矛盾に満ちたやり方をどういうふうにより良くして

をお話ししたい。今お話しくださった方は “トヨタ

クタワーのほうは、狭いので単なる展覧会が主です

けでも開かなければなりません。本国だけでもそれ

いくかということに、こだわっているわけです。

さん” という名前のお金持ちで、今日の 2 時間半の

が、P.S.1 のほうはもっとマルチメディアだという

ぞれ 15 回ぐらい開かれているわけです。

今日はアーチストの方も何人かはいらっしゃると思

話を聞いて来年から 4 人のアーチストを P.S.1 に送

こともありますし。ただし、経理なんかは両方を統

これだけでも私の時間は随分とられるわけですが、

うので、この話を聞いていただいたことは、私にとっ

ろう、1 人 3 千ドルの家賃はもう確保した。で、明

括しないといけないので、仕事の内容によりますね。

やはりアーチストを中心に考える場としてはやらな

て大変良かったんです。と言うのは、何年か後に、

日から他のお金を貯めよう、もう来年から P.S.1 に

それから、ここが抱えるスタッフとは別に、インター

きゃいけないことで、これだけ周到なやり方をして

日本の文化庁なりどこなりの母体が P.S.1 のスタジ

は 4 人来るということを、表明して下さったんだろ

ンシップがあって、外部からここに学芸員としての

も、まだ抜け道があるんですね。

オを借りてアーチストを派遣することになったとき、

うと思いながら聞いておりました（笑）
。

研修に来ているスタッフもいます。大学を卒業して、

例えば去年、スタジオを持っているある国は第一次

多分彼らは今お話ししたような私たちの精神的なこ

木幡 ：今日はどうも長い間ありがとうございました。

これから美術館等の学芸員になろうという人が、い

審査の結果として候補者を 3 人しか送ってこない。

とは説明してくれないでしょう。そして、何らかの

えーと、この P.S.1 に関しては、PLAN − B も、ス

きなり学芸員になっても、何のノウハウもないわけ

しかも、候補者 1 人につきスライド 1 枚しか送って

日本のやり方でやろうとしたときに、もしおかしな

タジオ・プログラムその他、それから P.S.1 で何か

だから、インターン制みたいな形で、P.S.1 に来て、

きませんでした。約束としては、1 人につき 10 枚

ことがあったら、えっ、そうではないんだ、このス

展示するとか、そういうことに関しても、大変興味

一年間働くわけです。

のスライドを送ることになっているんです。

タジオに人を派遣するスピリットはこうなんだとい

があります。私自身は P.S.1 の在日駐在員ですので、

しかし、P.S.1 はその人に給料を支払うような財源

要するに、これは 3 人の中から 2 人を選べと言って

う具合に抗議して欲しい。

問い合わせや何かをしたい方があれば、お答えしな

はないので、その人を送り込んだ国や州や市が、そ

いるわけですね。しかも、1 人 1 枚のスライドをも

これは紙に書いて説明することでもないんで、その

ければならない立場にあります。PLAN − B の動き

の人の一年間の生活費を支払うんです。

とに。ということは、ほとんど私たちには判断をさ

意味でもみなさんに、今日の話のこの部分を覚えて

と共にご注目ください。

せないということですよね。

おいていただきたいと思います。

人は現場のノウハウを学ぶ。だから、アーチストだ

こういうやり方というのは、この制度を大変無視し

で、それでももし最初に私たちのところにくる人が

けではなく、学芸員等も受け入れるという側面もあ

ている。私たちとしては、この国をどうしようか、

この中の誰かだったりすると、じゃああのときもう

るんです。

木 幡 和 枝との一 問 一 答

ついてですが ...。

P.S.1 はタダでその人をスタッフとして使い、その
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これのもうちょっと高度なレベルのもあります。現

賄うー基本的にはね。

というあたりまで、間口を広げています。

代美術をやる場合、ニューヨークの人脈やニューヨー

カタログの経費等もそこから出し、パフォーマンス

他の先進国はほとんど参加しているのに、どうして

クのやり方を知っていたほうがいいので、かなり高

なんかの場合は若干の謝礼みたいなものが出る時も

日本だけここには参加してこないのかと、皆、奇妙

い地位の人が来て、P.S.1 で一年働いて、その国に戻っ

あります。アーチスト側にも P.S.1 側にも負担にな

に感じているようです。

てから地方美術館の館長になる、なんていうケース

らない形で、運営するわけです。

もあります。カナダなんか、そのひとつですね。そ

アーチスト本人は無名であっても、P.S.1 の企画力

ういったスタッフも、常に何人かいるわけです。

に対して出しましょうというようなこともあるわけ

質 問 ：観客層については ? 彼女のレクチャーでは、

ですね。一回一回のエキジビションについては、そ

アーチストがほとんどだと言っていますが ...。

ういう形で集めて来るのが基本的な経費で、入場料

木 幡：かつてはアーチストばかりでしたが、そし

には頼りません。

てもちろん今でもアーチストは多いですけれども、

ただし、特に力をいれているものなんかで、安いで

もっと一般のアート愛好者がたくさん来ます。そし

すけど、2 ドル程度取る場合もあります。

て、そういったアート愛好者の数は、やはり日本と

質問 ：パブリシティについては ?

は比べものにならないですね。

木 幡 ：まず、自分達のところで発行するプログラ

質 問：観客の問題に関連して、入場料の問題につ

ムがあり、後は一般誌等に載る情報ですね。

いてお聞きします。日本だと、現代美術では稀です

質 問：税金は ?

が、パフォーマンスや演劇、ビデオ、映画等の上映

木幡：当然免税です。非営利団体で公共の利益に奉

休館後、全館を改装して、展示可能な空間としては世界でも

<Art Radio wps1> を 開 始。全 世 界 で 24 時 間 聞 け る 音 楽、

の場合、物理的・経済的基盤として考えられるのは、

仕するという形ですから。それで、向こうの場合は

最大の面積をもつ現代美術館として再開。階段、トイレ、廊下、

トークショー、古い録音の復刻 ( 一例 : デュシャンのインタ

まず観客からの入場料なわけですね。できるだけ人

そういう資格を持っていると、郵便料金も安くなる

屋根裏、屋上、理事長室、地下倉庫まで、適切とあればすべ

ビュー) を行なう。現在は ArtOnAir と改称し、2008 年に P.S.1

を集め、何らかの形で資金を回収して、さらに可能

んです。だから、いろんな意味で有利になっていま

てが「展示空間である」と言う考え方のゆえんである。設備、

のディレクターを退任した P.S.1 の創設者アラナ・ハイスが

ならペイしていくという。

す。それから、そこへ寄付した人も寄付した分につ

機材、スタッフの経験と技量もマルチメディア化の趨勢にき

ディレクターに就任。http://www.artonair.org/archives/j/

で、P.S.1 においては、入場料というのは取ってい

いては所得額の課税対象からは控除されるわけです。

びすを接して、サウンドアートやビデオ、マルチメディアの

content/view/2980/271/

るんでしょうか ? それとも、その展覧会のために集

質 問：はあーっ、日本で言うとどういうイメージ

めて来た助成金等を使うことで、資金は総て賄い、

でしょう。

入場料は取らないのでしょうか。

木 幡：日本では普通に適用されるシステムとして

木 幡 ：それはケースバイケースですが、基本的に 2

はないです。

ドル程度の安い入館料は公示されていますが、払わ

質 問：最後に国際スタジオプログラムヘの日本の

なくとも入れる。けれど、
「suggsted contribution（よ

参加は、その後どうなっているんでしょう ?

ろしければご寄付を）
」という名目で、たいていの

木 幡：文化庁等々、話を持って行ったこともあり

人は払ってくれます。

ますが、今のところ、まだ実現していません。P.S.1

エキジビションをやる場合は必ず経費がかかるんで、

の側は、他の国は政府が原則だが、日本の場合、他

それをいろんな所の助成金等から集めて来るわけで

のほとんどの国にある〈文化省〉がないといった特

す。それは、アーチストが申請する場合もあれば、

殊事情もあるようなので、民間のところでもやりた

P.S.1 側が申請する場合もあります。それで経費は

いという意志があれば話し合いに応じる余地はある、

（1984.2）

※本稿転載にあたっての木幡和枝氏による注釈（2010.3）
註 1= 開館以来毎年、予算の許す範囲で改造と修復を続け、徐々

註 3=2004 年からはクロックタワーを本拠にして、美術館

に公開展示などに使える空間が拡大。1997 年には 2 年間の

が運営する世界初のネットワーク上のストリーム・ラジオ

作品展示もますます増える。
註 4= スタジオ・プログラムはその後、堤清二財団が派遣
註 2=2000 年、ニューヨーク近代美術館 (MoMA) の提携機

費用の助成と派遣アーティストの選考と推薦に乗り出した。

関となり、財政、広報の面で MoMA のバックアプをえるだ

堤清二財団の資金で、アメリカのロックフェラー財団系の

けでなく、企画運営面でも、P.S.1 の現代美術分野での比

Asian Cultural Council (ACC) を窓口として、80 年代半ばか

類ない経験と MoMA の近代美術館としての主流の立場とを

ら 2000 年代半ばまで約 20 年間、日本からアーティストが

活かし、いっそうの注目を引くようになる。名称も P.S.1

派遣された。川俣正、村上隆、柳美和などその後、国際的に

Contemporary Art Center と な る。 2009 年 末 よ り、P.S.1

目覚ましい活躍をしている。( 現在は日本のスタジオは無い。)

のキュレターを長年務め、ベルリンの Kunstverk を開設し、
MoMA のキュレターも務めたクラウス・ビーゼンバックがディ

註 5= 本稿の現場となった東京、中野富士見町の plan B は日

レクターに就任。 http://www.ps1.org/

本初のアーチスト自身による自主管理スペースで、1982 年

2000 年から毎年夏、週末に中庭の野外スペースで、建築、

に開始、現在もより若い世代によって運営され、さまざまな

音楽を中心とした <Warm Up> を開催、若者、家族連れを

ジャンルのパフォーマンス、展示、上映などが行なわれてい

含む何千人と言う観客が詰めかけ、今ではニューヨークっ子

る。 http://i10x.com/planb/

の年中行事となる。
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BankART1929

BankART1929 はどこへ行く？
横浜、日本 / Yokohama, japan

BankART Studio NYK

BankART1929 は、横浜市が推進する歴史的建造物

7 年目に入った現在、この実験事業の特徴や社会に

ていくシステムとなった。哺乳類の中で人間の赤ちゃ

2. BankART の特 徴 〜 事 業 内 容から

や倉庫等を文化芸術に活用し、都心部再生の起点に

なげかけてきたこと、これから先のこと等を記して

んが最も未熟な状態で生まれるというのは周知のこ

今度は BankART の特徴を事業の構成面からみてみ

していこうというクリエイティブシティ（創造都市）

いきたいと思う。

と。同様に私達も様々な知恵や力を授かることがで

よう。ラジカルな運営方法をとっているようにいわ

きたと思っている。

れるが、よくみると基本的に既存の美術館や画廊、

プロジェクトのひとつ。市はクリエイティブシティ
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BankART Studio NYK 3F

実現に向けて 4 つのプロジェクト（ナショナルアー

1. BankART の特 徴 〜キーワードから

ピッチャー型ではなくキャッチャー型。自らの企画

その他のプロジェクトとあまり変わりはない。受付

トパーク構想・創造界隈の形成・映像文化都市・横

はじめに BankART の特徴を主なキーワードを中心

も力強く打ち出すが、市民やアーティストなどのオ

があり、パブやカフェ、アーティストが活用するス

浜トリエンナーレ）を推進しているが、ふたつめの

に紹介してみよう。名 前 の 由 来 は、Bank+ART。

ファーを可能な限り受け入れ、コーディネートする

タジオがあり、講座があり、企画展やコーディネー

創造界隈の形成が私達に与えられた最も大きなミッ

元銀行だった建物を文化芸術活動にという造語。

ことに最大の力点を置いている。アーティスティッ

ト（レンタル）事業があり ...。ではなぜ BankART が、

ションだ。創造界隈などというとわかりにくいかも

1929 年は第一銀行、富士銀行がともに竣工された

クになりがちな企画案も委員会などでアドバイスを

他都市や海外からも注目を浴びるようになってきた

しれないが、別の言葉でいうと、都市における新し

年であり、ニューヨーク近代美術館が設立された年

もらうことで懐をつくることができた。来るものは

のか ?

い町屋（コミュニティ）の創出といえるだろう。

でもある。また世界恐慌もこの年で、経済が厳しい

拒まず、可能な限り断らない、入口は低く、出口は

例えばフロント業務。イベントがなくても、建物や

当 初、旧 第 一 銀 行 を 改 修・再 現 し た BankART

ときこそアートを ! の願いを込めて名付けた。

少し厳しくが基本方針。

風景を見にくる人々に対して広く開き、リピーター

1929 Yokohama 等ふたつの元銀行を活用してのプ

公設であるため広く市民を受け入れることを

市民との協働。国際的なレベルでの芸術文化の発信

を育てるシステムをつくってきている。会話を介し

ロジェクトだったが、現在は日本郵船の倉庫を改修

積 極 的 に 行 っ て い る。一 方、民 営 で あ る こ と

と市民との協働プログラムを両立させるのは難しい

て来館者の情報を丁寧に収集し、受付というよりも、

した BankART Studio NYK に統括され、横浜市か

で 先 駆 的 な 活 動 を 強 く 推 進 す る こ と も 可 能。

面もあるが、これまで様々なプログラムを試みてい

もう一歩進んだリスポンスを行っている。それもあっ

ら無償貸与されている。広さは約 3,000 平米。水光

公 設 民 営 の 新しいあり方 を探ってきている。運営

る。地域の人たちからホールで使う椅子（ソファ）

て 4 万件を越える住所録データベースと 1.5 万通の

熱、保険、警備、設備、清掃等の維持費、管理業務

を円滑に進めるにあたって推進委員会の存在は大き

300 脚を集めた「椅子プロジェクト」
。モダンガー

メール配信を実現している。

人件費、企画事業費等約 6,000 万が、市から補助さ

い。有識人から構成される委員会（もともとは選考

ルモダンボーイの写真を集めることで高齢者や開港

BankART ショップは芸術系のブックショップ。2

れている。これらとは別に BankART の自己収益が

委員会）が 3ヶ月に一度のペースで開催され、委員、

5 都市（あるいはその姉妹都市）とのネットワーク

万円 / 日の売上しかないので専門の担当者は設ける

約 8,000 万あり、その合算で運営されている。常勤

横浜市、BankART 三位の独立した立場での緊密な

を築いていくプロジェクト「モボ・モガを探せ ! プ

ことはしない。受付兼務で細々といい本をという経

スタッフが 9 人、アルバイトが同数程度。事務、企

会議が継続されている。

ロジェクト」。ホールに入るためのスロープを障害

営方針で継続している。

画系の区別はない。カフェ& パブ、スクール等のベー

芸術のための芸術ではなく、街づくりのためのツー

者とともに手作りでおこなったプロジェクト「橋を

BankART パブは毎日夜 11 時まで営業している。ス

ス事業を重要視しつつ、主催及びコーディネート事

ルであること。ある行政マンからこの言葉をはじめ

かけろ !」等々。

タジオアーティストやスクール生のアフタートーク

業で年間約 300 本（+ スクール開催が 300 日）に

て聞いたときは「?」という感じだったが、ツール

時間と空間の使い方も工夫している。歴史的建造物

に、また一般の人たちの開口部として事業全体の交

及ぶ事業運営を行っている。行政視察は他都市での

である限りよく切れるハサミでなければならない。

であり、暫定使用かつ様々なジャンルに対応してい

差点的な重要な役割を担っている。

レクチャーを含めると年間 200 を越え、海外から

横浜市はよく切れるハサミを提供してくれた。

るため、巨大な展示壁面や受付カウンター、照明、

BankART スクールの特徴は、小さいけれど学校で

も増加している。2003 年末に市が運営者を公募し、

それは自由度というツールだ。スクール、パブ等の

音響等、全て移動式を採用。基本的に年中無休でオー

あるということ。2ヶ月で 8 コマ、20 人の少人数制

2004 年 3 月にスタート、約 2 年の実験期間を経て、

収益事業、収益の再投下、24 時間の建物使用、そ

ルナイトのイベントにも対応。雑誌撮影等、表現を

で月〜土曜まで毎日開催している現代の寺子屋だ。

現在は本格的な事業へと移行し、2012 年度末まで

の他民間レベルの自由度が与えられている。

伴わない事業は開館時間前に終了させることで販路

これまでに 200 講座、560 名の講師、2800 名以上

市と事業協定が結ばれている。現在の運営の基本方

運営者決定から開館までが 45 日というのが主な理

を開いてきた。コンビニがそうであるように都心部

が受講している。学生同士、先生と学生との交流を

針は次の 3 つ。1 創造界隈プロジェクトのパイオニ

由だが、ハードもソフトも未完成のままスタートし

の土地の高い場所をタイムシェア・スペースシェア

大切にしており、最近は自主的な発表も増えてきた。

ア的存在としての自覚 2 他都市及び国際的なネット

た。ほとんど準備なしにパブやスクールを開始した

しながら高密度で活用することをごく自然に行なっ

例えば福住簾氏による美術批評のゼミではアフター

ワークの構築 3 さらなる経済的な基盤の確立。

ことで、様々な人々や専門家が関わることで成長し

てきている。

スクールの有志で批評紙を創刊（現在 4 号）。飯沢
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BankART1929

BankART Pub

BankART1929

BankART shop

BankART school

Artist in Residence

耕太郎氏の写真ゼミではグループ展を、梅若猶彦氏

3. BankART の特 徴 〜エピソードから

払える間取りだし、3F と 4F は比較的大きな部屋割

本町ビル。オーナーが私達の活動に理解を示してく

の能楽ゼミでは有料公演で 350 名の動員を記録した。

次はいくつかのエピソードを中心に BankART の特

りなので力量のある建築家チームなどに向いている

れた。再開発計画のあるビルの 4・5 階を北仲と同

アーティストインスタジオ。NYK には 20 〜 80 平

徴を論じてみよう。

という勝算もあった。縁のあった約 60 チームに声

条件で提供してくれたのだ。「おたくたちの活動は

をかけ、二度の下見会で約 50 チームの入居が決定。

この二年間みていましたから」といわれたときには

米のスタジオが 9 つあり、基本的に 2ヶ月単位でアー
ティストに廉価で提供、オープンスタジオ等を行い

リレーする構造 〜レスポンス

廉価な家賃設定と森ビルのスピーディな対応も相

嬉しさと同時に身の引き締まる思いだった。正に都

ながら活発に活動している。サテライトとして設け

運営開始からわずか 4ヶ月、信じられない話がとび

まって、3ヶ月足らずでオープンという奇跡がおこっ

市の経験という言葉があてはまる象徴的な出来事だっ

た BankART 桜荘、BankART かもめ荘等のレジデン

こんできた。東京芸大大学院の映像学科がくるので

た。建築チームの「みかんぐみ」が早々に移転を決

た。このように、この間、横浜市、民間等、各々が

ススペースと連携を図ることで、海外や他都市から

BankART1929 馬車道（旧富士銀行）を明け渡し

めてくれたことによる誘因力も大きかった。付け加

反応しながら、街を少しずつ柔らかく形成してきた

の受け入れも可能になってきた。

てくれと。縦割り構造の弊害で庁内でも険悪なムー

えると、このプロジェクトはある行政マンの個人的

ように思う。この数年、横浜でおこってきたことを

コンテンツ事業。展覧会カタログはもとより、独立

ドが漂っているし、運営している側としても簡単に

な担保がなければ実現していない。役所の枠を越え、

少し整理してみよう。

したかたちでのプロジェクトとして若いクリエイター

首を縦にふれるような事柄でもない。とはいえ東京

BankART を信頼してくれ、森ビルという企業に私

の数多くの書籍・DVD 等の出版を活発に行っている。

芸大がくることは横浜にとっては嬉しいことだし、

達をプッシュしてくれたのだ。

コーディネート事業は BankART の最大の特徴。通

私達の活動が誘致のきっかけの一部になったという

このプロジェクトについてふたつだけ言及すると、

常のレンタル事業に留まらず、1 対 1 で対応し、プ

のも聞いていたので、明け渡しそのものには反対

よいクリエイターが集まると自然発酵するというこ

レス協力等、BankART が関わることでイベントそ

する理由はなかった。そこで BankART は 3 つの条

と。北仲プロジェクトはもちろん所有・管理運営は

のものが向上するように心がけている。内容が面白

件を市に提案した。1 歩いていける場所 2 同等以上

森ビルだったが、入居者自身による意志とプロデュー

ければ企画協力、予算提供も惜しまない。年間オ

のスペース 3 タイムラグなく移転できること。横

ス力で街に開き、発信していくプロジェクトに成長

ファーは約 1,000 本でそのうち 1/3 程度が実現して

浜市はこれらの高いハードルを全てクリアしてくれ

していった。もうひとつは、こうしたアーティスト

いる。

た。日本郵船への強い働きかけ、補正予算のスピー

の動きに反応して、市が北仲の暫定使用終了時期

主催事業の基本的な考えは横浜の持っている財産を

ディな確保、移転先の建物の 12 月末までの改修工

を見据えて「ZAIM」を準備・開設してくれたこと。

リレーし、よりコンテンポラリーに展開すること。街、

事。1 月には BankART Studio NYK のオープン。旧

一般公募だったが、北仲の入居者の約 1/3 が移り住

建物、食、写真、大野一雄他、これらの横浜のもつ

富士銀行大規模改修工事を経て 4 月に芸大オープン。

んだ。またクリエイターの事務所開設の際の初期費

ポテンシャルをどのように引き出すことができるか

これら一連の仕事を見事にやりぬいてくれた。

用補助制度を新たに設けるなど、市はアーティスト

3月
1月
4月
6月
9 -11 月
2006 年
3月
4月
6月
10 月
11 月
3月
6月
9月
10 月
2008 年
9月
2009 年 9 -11 月
2007 年

2009 年

6月

2010 年

4月

BankART1929 スタート（旧第一銀行＋旧富士銀行）
BankART Studio NYK スタート（旧日本郵船倉庫）
東京芸大映像学科大学院スタート（旧富士銀行）
北仲 BRICK&WHITE スタート（旧帝蚕倉庫事務棟）
横浜トリエンナーレ 2005 開催
万国橋 SOKO スタート
（バンタンキャリアスクール・山本理顕事務所他）
ZAIM オープン（旧関東財務局）
東京芸大大学院映像スタジオオープン（新港ふ頭）
BankART 桜荘オープン（防犯とアート）
急な坂スタジオオープン（旧老松会館）
北仲 BRICK&WHITE 終了
本町ビル 45（シゴカイ）スタート
横浜国大建築都市スクール “Y-GSA” スタート（馬車道）
Kogane-X Lab スタート（横浜市大＋地域協議会）
創造空間 9001 スタート（旧東横線桜木町駅）
ザキ座スタート（伊勢佐木町 3 〜 7 丁目の発信基地）
日ノ出スタジオ・黄金スタジオオープン（京浜急行の高架下）
横浜トリエンナーレ 2008 開催
連動した形で BankART Life II と黄金町バザール開催
象の鼻テラスオープン
北仲スクール正式オープン

誘致に関しても積極的な施策を打ち出しはじめた。

が、継続的なテーマ。
「食と現代美術」や、
「Landmark
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2004 年
2005 年

連鎖反応が始まったのだ。

Project」のように街とコラボレーションする企画

リレーする構 造 〜 連 鎖 反 応

や「地震 EXPO」の防災とアートのように他分野と

BankART の活動がほぼ 1 年経過したころ、森ビル

の協働事業も数多く行っている。

が BankART の真向かいの北仲地区の帝蚕倉庫群を

リレーする構 造 〜 都 市の経 験

再開発することになった。着工までの約 2 年間、仮

これまであまりかかわりのなかった民間へのリレー

BankART の特徴を述べてきたが、これらを支える

囲いで閉ざすよりも、道路に面した事務所棟等を活

もある。本町ビル 45（シゴカイ）がそれだ。ZAIM

最も基本的な「開くこと = シェアすること」につい

用して何かできないかという相談を受けた。固定資

の入居条件が少し不安定だったため、北仲の建築系

産税と軽微な管理費は捻出して欲しいという与条件

のチームが移転をためらった。誘致した責任もあっ

「駅と易」という文を引いてみよう。

あったので定期賃借しかないと判断した。1F が小

たので入居物件探しに奔走したが、なかなか見つか

『BankART1929 は駅でありたいと考えている。ヨー

部屋に分かれており、若いアーティストでも家賃を

らない。最後に出会ったのが BankART の目の前の

ロッパの駅のように様々な人々が往きかい、コーヒー

4. 徹 底 的に開くこと
キ ー ワ ー ド・事 業 構 成・エ ピ ソ ー ド を も と に

て、ここでは触れてみたいと思う。開館当初記した
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ルーフトップパラダイス / Rooftop Paradise

やビールを飲み、ベンチで眠っている人、たまには

印象を受けた。要するに、さまざまな要素が相まって、

ケンカをする人、自由に音楽を奏でる人がいる、そ

リラクゼーションの実現に貢献していたのだと思う。

んな包容力のある心地よく過ごせる空間を目指して

一方で、
「展覧会場で泊まれるか ?」という問いか

いきたい。また横浜は貿易の街。人が集まり、アー

けは、トリエンナーレが掲げたアートや展覧会の枠

ティストが育ち、物が動き、情報が行きかい、経済

組みの問い直しとも重なる主題であろう。ここに見

が動く、交易の場所。何か表現する人もそれをサポー

られるラディカリズムは、また BankART が活動を

トする人も、それで食べていけるような経済構造へ

開始したときから目指されてきた種類のものでこの

と共に変換していきたい。BankART はそのための

組織の硬派な側面や理論的な可能性を代表している

実験の場所でありたいと考えている。』

のではないかと思う。「BankART 的生活 /BankART

私たちは徹底的に開くことを試みてきたと思う。ど

での生活」というもう一つのキャッチコピーに、そ

うしたらこの施設が親しまれ、街で機能し、この

れはよく現われている。このスペースの活動の集大

仕事で生計をたてていけるのかを、既存の美術館

成的な表現ともなっているように、私には思われた。

等のもつシステムを展開する中から見いだしてき

（中略）トリエンナーレのような巨大イベントと連

たつもりだ。
「横浜トリエンナーレ 2005」と連動

動し、それを BankART 自体のテーマに即して読み

し、BankART 全館を 50 日間、24 時間開放するこ

替えることで、BankART の活動そのものが持って

とを行った「BankART Life 〜 24 時間のホスピタリ

いる重要性や国際性が、大きな意味を持って浮上し

ティー」の展評で南雄介氏（国立新美術館学芸員）

ているのではないだろうか。』

が次のようなメッセージを送ってくれた。
（抜粋引用）

ラディカリズムという言葉がふさわしいかどうかは

『「展覧会場で泊まれるか ?」というキャッチコピー
が掲げられているが、夜間はトリエンナーレ公認ボ

別にして BankART は公設で行なえる限界まで、徹
底的に開くことを行ってきたことは確かだ。

ランティア・作家アシスタントが利用でき、実際に
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宿泊できるのだという。くつろぎの空間づくりは、

5. BankART Life II へ（ 都 市に棲む）

トリエンナーレの第二会場といった印象も呈してい

こうしたコンセプトをさらに展開して、2008 年秋、

て、そしてよりいっそうリラックスした（「ゆるい」、

横浜トリエンナーレと連動し、これまで行ってきた

というべきか）ものになっていた。それは、展覧会

主催事業（食と現代美術・Landmark Project・大野

としてのテーマに起因する部分ももちろんあるのだ

一雄フェスティバル他）を総合的に駆使し、公的建

が、それとともに NPO の運営によるオルタナティヴ・

物（市庁舎・駅等）、歴史的建造物、産業遺構、飲

スペースというこの会場の特性にも由来するものな

食店や商店、空き地、空店舗等と協働し、街に全面

のではないか。憩いの空間という主題への取り組み

的に展開していくプログラムを推進した。開催エリ

は、作者が建築家なのかデザイナーなのかアーティ

アは、横トリ開催地区と黄金町バザール開催地区を

ストなのかによって、当然のことながら位相の違い

つなぐ地域、すなわち新港・馬車道〜伊勢佐木町 1

があるのだが、そういう異なった要素が混在してい

〜 7 丁目ラインと大岡川沿いの桜木町・野毛地区・

るために全体の構成がほどよくほぐれているような

日ノ出町・黄金町ラインにはさまれる全域。
原口典之展 社会と物質 / Noriyuki Haraguchi Society and Matter
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BankART Bank under 35

Because BankART is a public institution in some

BankART1929, a Yokohama City project to revitalise the city’s historic centre, reutilises refurbished

measure, it strives to ensure access to all citi-

一生懸命だし、実験事業であることの自由度があり

たち」展、横浜市庁舎ホールを使っての 3 作家のコ

スリリングで本当に楽しい。でもこれからはどうな

ラボレーションによる大きなインスタレーション、

のか ? はたしてこのままトップダウンの用意された

馬車道駅構内の「開港 5 都市モボ・モガを探せ !」
、

作文の上にあぐらをかいていてよいのか ?

historical buildings for contemporary culture and
arts. Initially, BankART 1929 occupied two former

未知なる空間を切り開いていく Landmark Project

ニューヨークでもベルリンでもアートがイニシアティ

bank premises, notably the Daichi Bank building,

groundbreaking projects. In this way, BankART
seeks to establish a new model of public and pri-

の NYK の屋上における大規模な「ルーフトップ

ブをとって街を形成してきた。不合法に略奪した場

but has since relocated to an unused waterfront

vate partnership. Most significant to this model

パラダイス」
。馬車道、野毛地区等、22 施設、飲

所でも、民間、行政、国がリレーし、その文化度を

食店約 300 店舗等と連動する「Noren flagart プロ

上げることで街を展開してきた。でもこの方法は現

ジェクト」では、
「横浜トリエンナーレにいこう !・

在の日本にはあてはらない。横浜市がおこなってい

BankART Life・黄金町バザール」とロゴが入った、

るように行政からスタートし、民間と組んで、民間

横トリ応援フラッグを街中に挿入した。大野フェス

に移管し ... という方法をとらざるをえない。問題

ティバルでは産業遺構である台船を活用した舞台を

はここから先だ。

is the active exchange among members on our
promotional board. Composed of independent
advisors, the committee meets once a month onsite at BankART. It also convenes periodically for
more informal meetings at outside venues with
representatives both from BankART and the City
of Yokohama.

川に設け、アグレッシブな連続公演を行った。また

誤解を恐れずにいうと、BankART はだからこそ、

BankART スクールもこの時期は「出張 BankART

今の段階で野に下ることが重要だと考えている。今

スクール」と称し、市郊外部 18 区に積極的に入り

後も行政との協働作業は続くし、大きな支援を受

込んでいき、行政や地域の NPO 等と協働しながら、

けて運営されていくことは確かだが、だからこそ

warehouse belonging to Nippon Yusen Kasha (a
Japanese shipping company), and meanwhike
changed its name to BankART Studio NYK. The
Yokohama City Government covers the utilities
and provides rent-free use of the renovated properties. The spaces comprise about 3,000m2. The
City of Yokohama also underwrites the approximate ¥60,000,000 in annual expenditures for facility operations, janitorial services, security and
staffing. BankART earns ¥80,000,000 through its
own revenues. In BankART’s spaces there are
nine permanent staff and approximately another
nine people who serve as interim and part-time
staff. With the initial two-year experimental program now behind us, BankART has expanded
into full-scale projects. I would like to document
what has been accomplished thus far and where
BankART is headed.

普段一般公開されていない場所等で地域のキーマン

BankART は自ら関わりたい場所を見つけ、耕し、

をゲストに迎え、開催した。運営スタート時から問

経済的に自立していくことが大切なのだ。ある指

われ続けている最も定義しがたい「横浜市民」とど

定管理者制度に関連するシンポジウムの席で「モチ

のような関係を切り結ぶことができるかの最初の試

ベーションもなくできた美術館は、モチベーション

みだった。

もなく消えていく」と発言した。この言葉はむしろ

このように、最初に記したみっつのミッションのひ

BankART そのものに突きつけられている言葉だ。

とつ「創造界隈プロジェクトのパイオニア的存在と

BankART1929 は第二段階に入ったと思う。自身が

しての自覚」を明確に意識しながら歩んできた。

より深く都市に入り込み、思考し、自分の体を少し
ばかり変形し、敵意を歓待に変え、都市の経験を蓄

6. 終わりに 〜トップダウンからボトムアップへ

積し、そして徹底的に開いていくこと。こうした作

本来なら『その先の未知なる 10 年』についても言

業を淡々と続けていきたいと考えている。

及しなければいけないのだろうが、ここでは現在感
じている、あるいは着手しはじめていることを素直
に表現して、締めくくりたいと思う。
いつも BankART は恵まれているなと思う。予算や
施設面、給与などは決して他の公設の施設に比して
好条件とはいえないが、何よりも常に行政の人々が
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BankART 1929 Yokohama 本体での「心ある機械

The Concepts Behind BankART1929
i. origin of the BankART name
Bank + ART. A neologism for a former bank building transformed for cultural and arts activities. 1929
refers to the year in which the Daiichi Bank building
was completed in Yokohama, as well as, the year in
which NewYork’s Museum of Modern Art was founded. The year 1929 is also symbolic in that it mark the
year in which world panic struck after the stock market crashed and the presence of art became all the
more critical in these grim economic times.
ii. new possibilities for public-private partnerships

zens. At the same time, its for-profit sector allows it the independence to advance its own

iii. instrument for city building
BankART’s investment in culture and the arts is
not intended as art for art’s sake, but rather culture and the arts for the purpose of city building.
It is, in other words, an instrument for city building. The City of Yokohama has offered BankART
the freedom to use this instrument well.
iv. high degree of freedom
BankART1929 maintains independence within
the private sector from its revenues drawn from
the rental of various arts spaces, tuition fees from
BankART’s school, sales at its pub and café and
other ventures. Recently, we have been actively
engaged in coordination work as a for-profit enterprise outside of BankART.
v. work in progress
Our management decision to open the entire
BankART space within 45 days meant that both
its hard and soft sides were still in process.
Opening for business with few facilities in place,
the pub, shop and school have developed into
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BankART’s Business Framework

Shop, a bookstore specializing in arts related

Viewed from the outside, it might appear that
BankART1929 is a rather unconventional opera-

books. We appointed a specialist in museum

tion. But given that it manages a reception desk,
shop, pub, café, artist studios, lifelong learning
courses, and an event planning and coordination business, essentially it is no different than
the structure of existing cultural institutions. Why
then has BankART attracted so much attention
from other cities and from abroad? What makes
BankART unique?

大野一雄フェスティバル 2006/ Kazuo Ohno Festival 2006

smooth operations through the input of various
individuals and specialists. It is common knowledge that the human infant is born the most immature of all mammals, and indeed like an infant, BankART was born immature and has been
instilled with a diversity of knowledge and power
along the way.

the BankART space had almost no capacity for
events and exhibitions. We modified the structure
by installing a reception desk, a wall structure
measuring 2.8 x 3.6 x 0.7 meters, theater lighting
and a sound system, all of which are mobile, for
the various space requirements of art, dance and
other forms of artistic expression.

vi. catcher not the pitcher
While BankART naturally highlights its own projects, it is extremely important to BankART’s civic
role to take into account proposals from citizens,
artists and others, and to the extent possible,
assist in their coordination. No proposal that is
pitched to BankART is rejected outright and no
proposal is returned, providing it is feasible. We
maintain an open-door policy and make sure that
the exit door is a narrow one.

viii. flex time
In practice, the BankART space is open round the
clock year round. This flexibility allows for allnight events as well as opens the space for commercial use, such as for magazine shoots, which
helps to circumvent overlapping with BankART’s
normal hours of operation. Like the Japanese
convenience store that utilizes expensive real estate in the heart of the city for its vigorous business, BankART too has naturally evolved toward
high-density usage of its space.

vii. flex space
Given that the historic Daiichi Bank building was
not expressly designed for the arts, from the start
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BankART’s reception desk is one example. At
BankART we recognize that the space we occupy is in an historic building that offers a scenic
view, making it a community asset for the citizens of Yokohama. Whether or not public events
are held here, the space remains open for those
who come to take in the architecture or the view.
In this way, we are creating an environment that
cultivates patrons from among ordinary people.
Perhaps the most significant part of this effort is
the work of the reception staff engaged in sharing data about BankART’s visitors. Through a
steady process of soliciting e-mail addresses and
feedback from each visitor to the space, such as
contacts whom might have introduced a new
visitor to BankART, we have taken steps beyond
fielding simple inquiries at the desk. We continue
to compile e-mail, home and business addresses into a database that has already approached
40,000 entries including 15,000 email address for
the periodical email news. In practice, it is difficult for an institution of BankART’s scale to run a
reception desk like that of private galleries, thus
making it distinct.
The reception desk doubles as the BankART

shop operations for our purchasing, and while
we recognized that doing so meant that we would
operate without a profit, we have persevered as
the scale of operations has gradually increased.
We currently stock some 3,000 items and sales
to teachers, arts consultants, curators and other
similar parties have similarly increased. Indeed,
while these examples of the desk and shop may
seem insignificant, they characterize the linkage
between BankART’s pace of evolution and awareness of economic realities.
Opening for business on the same day as
BankART’s grand opening, the BankART Pub operates until 11:00 PM year round. As an entrée to
events in progress, for studio artists or for before
or after school lectures, as well as, for ordinary
people with little knowledge of the arts, the pub
serves as a crossroad for all of BankART’s ventures. In the BankART space, there is the café. In
the NYK space, the pub. The pub, like BankART’s
reception desk, is a one-person operation that
doubles as the reception and information desk
for the NYK space. The pub offers a menu of unpretentious, moderately priced drinks in the ¥350
range. Monthly sales started at ¥450,000 and currently are in the neighborhood of ¥1,000,000 per
month.
The unique aspect of BankART’s school is not
simply the course offerings so much as its status as an accredited educational institution, albeit a small one. Eight units accumulated over a
two-month period earn one credit. Classes meet
daily Monday thru Saturday in small groups of
no more than twenty people. Featuring more
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BankART Life

advanced classes at the lifelong learning and

for open studio nights and similar events with the

graduate levels, the school aspires to serve as a
modern-day “temple school,” or terakoya, a Bud-

idea that this interaction is nurturing. Because we

dhist educational facility popular in the Edo pe-

can now guarantee accommodations, we have
also initiated a resident artists program.

riod (1603-1868) that encouraged high standards
and diverse learning. To date, BankART has of-

Coordination projects represent BankART’s great-

fered 200 courses to over 2,800 students taught
by 560 instructors and guest lecturers. Collabora-

est asset. Through our space rental business, aid

tion among students and between teachers and
students is a vital dimension of the program. In
a seminar on art criticism, for example, students
produce independent works of criticism, and in
a photography course, they hold a group exhibition. The classes foster teamwork, and even after
these classes come to an end, relationships and
artistic exchange continue.
BankART’s content business is not limited to circulating catalogues for our exhibitions, but has
extended into other publishing activities. If there
is an interesting proposal that falls outside our
sponsored projects, as stated before, we will endeavor to take it on. We are also active in digital
production services. To date, we have completed
approximately 40 discrete projects. Supported
by Yokohama city employee volunteers, for instance, we held a contest to name and design the
label for a Yokohama brewery’s new wheat beer
brewed from the legendary pure water of the
nearby mountain village of Dôshi in Yamanashi
Prefecture that supplies Yokohama with much of
its drinking water.

input on potentially infeasible projects, we put
forth our best efforts to improve the quality of the
events themselves. If the content of a proposal is
solid, in many cases we offer to provide funding
and participate in the planning. Of the 1,000 or so
coordination offers BankART receives annually,
about one third of them are brought to fruition.

In the BankART Studio NYK space, there are nine
20-80m2 studios that artists involved in our art-

I would like to think of BankART1929 as a train

ist-in-studio project can use in exchange for two
months of course credit. The project invites artists to Yokohama who are willing to participate
actively in opening receptions and are available
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to the press, feedback on publicity materials and

BankART’s basic concept is simple—we seek to
take Yokohama’s cultural assets and make them
contemporary. Our mission is to determine how
best to tap and expand the existing potential of
each asset, be it an historic building, the city, local food, old photographs, or even butoh dancer
Kazuo Ohno.
BankART1929 and Total Openness
Now I would like to touch on the concept “Openness = Sharing,” which underlies BankART’s distinctive concepts and framework that I have just
introduced. Borrowing a passage from Station
and Trade (Eki to eki, 駅と易) that documents the
opening of BankART:

station.
(In fact, both of BankART’s structures are along
the edge of and on the upper portion of Yokohama’s Bashamichi Station on the Minato Mirai
Subway Line.) I envision BankART as an open

大野一雄フェスティバル 2009/ Kazuo Ohno Festival 2009

space for casually passing time as in a bustling
European train station: where people come and
go; sip a cup of coffee or down a glass of beer;
nap on a bench; where people occasionally get
into a fight; where they choose to perform music out in the open. Indeed, Yokohama is still a
city of commerce. It is a place of exchange where
people come together, where artists are nurtured, goods move in and out, information flows
in and out and the economy is vigorous. I would
like to transform the economic structure of the
city to enable both the doers and the supporters
to make a living, and I believe BankART is an experimental site where this can happen.
We would like BankART to be a thoroughly
open space. Our objective is to figure out how
to develop the operating system of existing museums from the inside out by determining how
this institution can be understood and perform.
In response to the exhibition “BankART Live: 24
Hours of Hospitality” that ran continuously for
50 days when BankART partnered with the 2005

Yokohama Triennial, a museum curator sent the
following message:
Promotional copy at the exhibition reading “Can
you stay overnight in the exhibition space?”
noted that official Triennial volunteers and artists’ assistants could do so, and some actually
did stay there at night. Creating a space for relaxation conveyed a particular impression of the
Triennial’s second exhibition hall, indeed turning
it into a relaxed (or perhaps I should say “laidback”) space. In part, of course, this can be attributed to the subject matter of the exhibition, but
at the same time, doesn’t it also grow out of the
distinctive space of the meeting room within an
NPO operation? Engagement with a subject matter in a recreational space conveys an impression
to the creators—be they architects, designers or
artists however different they are from one another— that tends to loosen the entire structure in
which their different elements mix. That is, myriad
elements combine contributing to the attainment
of relaxation.
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BankART Cafe Live Series

テアトロ・マクナイマ / TEATRO MACUNAIMA

Meanwhile, the question “Can you stay over-

• Building a network with other Japanese cities

make managerial adjustments to increase self-

ated without requisite motivation will disappear

night in the exhibition space?” also realigns
the relationship between art and exhibitions.

as well as a global one.
• Increasing fiscal independence.

supported earnings while also expanding basic
programming and coordination projects outside

from a lack of motivation.” These words challenge BankART’s own existence. BankART1929

Because the radicalism seen here is the sort of

of BankART.

has shifted into the second phase of its develop-

activity that BankART has engaged in from the
beginning, I think it indicates the restiveness as

Several projects already have come to fruition
along this trajectory. The creators of the Kita-

Conclusion: From Top Down to Bottom Up
I see BankART1929 as a place of inexhaustible

ment. Meanwhile, I have become rather deeply
engaged the city, have thought about it, even

well as the theoretical possibilities of this organization. “BankART Life/Life in BankART” is

naka Project in the Yokohama neighborhood
of the same name, for example, have realized

goodwill. From the budgetary and institutional
perspectives, I cannot say that on the subject of

had my own body somewhat transformed by
it, and also have steered clear of animosity, ac-

another example of promotional copy that frequently appeared in the exhibition. I believe this
is a cumulative expression of the activities in this
space...Partnering with a big event like the Triennial, reworking it and adapting it to BankART’s
concepts and the globalizing of BankART’s activities themselves should emerge as something of
great meaning.

their plans for securing a site for the project’s
activities. Last year Mikangumi and other design
groups primarily composed of architects, moved
their operations to the Honmachi Building across
from BankART1929. Planning has also begun for
a project that is not limited to a single building
but one that connects buildings throughout an
entire zone. Other projects also underway include
BankART’s involvement in the planning stages of
“EIZONE,” an imaging exhibition that connects
the city to historical structures and “BankART
Sakura Villa,” an art and crime-prevention project
in cooperation with local residents, government,
and police in a former red light district.

compensation, it is comparable with other public
institutions. But our administrative people are
always hard working, our experimental projects
enjoy great latitude, and overall, our work is
quite thrilling.

cumulated some experience in the city, and now
am moving toward total openness. Simply put, I
desire that this work continues.

Yusuke Minami
Senior Curator, The National Art Center, Tokyo
Regardless of the appropriateness of the word
radicalism, it is clear that BankART pushes the
boundaries of a public institution by working toward being a fully open space.
BankART1929’s Future Course
BankART’s experimental projects have been assessed in a variety of ways and have evolved
through the stages as described below. During
this evolutionary process, we have received
guidance from an assessment panel (advancement panel), submitted a three-year plan and
have been approved for continuing operations.
The following three points outline the evolving
goals of our experimental projects to date:
• Spreading awareness the pioneering existence
of a creative community project.
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Recently, the City of Yokohama has started to

Art played a leading role in the formation of the
cities of New York and Berlin. Working in concert with their respective private sectors, local
and national governments, New York and Berlin increased cultural engagement in even their
roughest neighborhoods. But this approach cannot speak for contemporary Japan. We started
with the assistance of the Yokohama city government, partnered with the private sector, and then
shifted control in that direction—we must take
this approach. The problem now is what comes
next. Misunderstandings notwithstanding, because of the very concept that is BankART, I believe that disengaging from the public sector is a
critical step. Collaborative work with the government will continue hereafter and it is evident that
we are working toward maintaining substantial
support. But as BankART, it is important that we
find the role that best fits BankART, cultivate this
role and proceed to make BankART financially
viable.
A participant at a symposium addressing Japan’s

phase out its funding of BankART annually in
10% increments, and we are seeking ways to

shift toward a designated manager system in its
public institutions remarked, “Art museums cre-

In addition, we have started to engage in working actively with other Japanese cities as well as
in global networking. Such networking projects
include: “BankART Tsumari,” inaugurated to take
advantage of opportunities to participate in environmental-related art festivals; lectures by the
French architect Dominique Perrault and artist
Christian Boltanski; and participation in the San
Jose (USA) global art and technology festival
ZERO1 in collaboration with the city of Yokohama and Tokyo University of the Arts.

La Chaîne 日仏現代美術交流展 / Japan-France Contemporary
Arts Exchange Exhibition
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執 筆 者 略 歴 / Authors' Biography

オルタナティブスペース・ループ

Alternative Space LOOP
ソ・ジンソク
オルタナティブ・スペース Loop のディレクター。Asia
Art Award Forum 2010 ディレクター。キョンオン大学
絵画科兼任教授。1994 年、MFA. シカゴ美術大学彫刻
専攻、1990 年、BFA. キョンウォン大学校応用美術専
攻。2009 年ブリティッシュ・コンテンポラリーKnown
Unknowns 及び The Nest of Japan 両展覧会のアーティ
スティック・ディレクターを務める。

Suh Jin-suk
Currently director of Alternative Space LOOP and
Asia Art Award Forum 2010. Adjunct Professor of
the painting department of Kyungwon University.
MFA of the Art Institute of Chicago in 1994 and BFA
of Kyungwon University in 1990. Artistic director of
British Contemporary, Known Unknown and The Nest
of Japan in 2009.

ソウル・アート・スペース / Seoul Art Space
キム・ユンファン
ソウル文化財団 創作空間推進団長。1965 年大邱生まれ。
大学で彫刻と絵画を専攻。ソウル国際芸術パフォーマン
スコングレス執行委員長を務め、
「オアシスプロジェクト」
を企画。美術人会議全国オープンスタジオネットワーク
の総括チーム長、芸術と都市社会研究所の責任研究員を
経て、現職。

Kim Youn-Hoan
Born in Daegu in 1965. Specialized in painting and
sculpture. The Head of Arts Space Utilization TFT, Seoul
Foundation for Arts and Culture. In 2007-2008 senior
researcher of Art and Urban Society Research Institute.
In 20 06 executive team leader of National Open
Studio Network. Chairman of Seoul International Arts
Performance Congress and worked for the Oasis Project.

文来芸術工団 / Mullae Artist Village
キム・ガン
アーティスト。美学を専門領域とするプロジェクト・プ
ランナー。現在プロジェクト・スペース LAB39 とソウ
ルの文来洞アーティスト・ヴィレッジの Institute of Art
and Urban Society の運営を行う。スンシン女子大で西
洋美術を専攻。パリのエコール ICART でアーツ・アド
ミニストレーションとプログラム・プランニング、弘
益大学院で美学研究。都市問題における芸術家の役割
というテーマでプロジェクトを展開している。著書に
The Laboratory of Life and Art Squat（2008）. こ の 本
は 2010 年に日本語訳が出版される予定。
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Kim Kang
Is an artist and project planner whose major area of
research is aesthetics. Currently she runs both project
space LAB39 and Institute of Art and Urban Society in
Seoulʼ s Mullae-dong Artist Village. She majored in Western
Art at Sungshin Womenʼ s University; Arts Administration
and Program Planning at Lʼ Ecole ICART in Paris; Aesthetics
at the Graduate School of Hongik University. She has been
working on projects under the theme of artist interventions
in urban issues and has authored a book entitled <The
Laboratory of Life and Art_Squat > (2008) This book will be
translated in Japanese and published in Japan at 2010.
オープンスペース Bae / Open Space Bae
ソ・サンホ
釜山で活動するオーガナイザー、アーティスト。東亜大
学で BFA 取得。韓国、日本、中国で個展を開催、また多
くのグループ展に参加。ホワイトキューブの中に止まら
ないアクティヴィズムに関心を持つ。そのため、2000
年代初めに釜山のオルタナティブスペース、Openspace
Bae を設立。そこでアーティストインレジデンスの国際交
流、パブリック・アートプロジェクト、アーティスト育
成プログラムなどを毎年行っている。現在、Openspace
Bae の運営する、Sanbok-road パブリックアートプロジェ
クトのチーフディレクターを務める。

Seo Sang-Ho
Is a Korean organizer and artist who works in Busan.
He completed his BFA degree at Dong-A University.
He have had several times of solo and hundreds times
of group exhibition in Korea, Japan and China. He is
obsessed by activism in a social as an organizer and
artist not just in white cube. For this, he established
'Openspace Bae' in early of 2000s, which is one of
alternative space in Busan, South Korea. He have run
several kinds of programs in the every year which is
international artist-in-residence, public art project, artist
incubating program, etc. Now he is currently working
at "Sanbok-road" public art project as a chief director
which run by Openspace Bae.

スペース・バンディ / Space Bandee
キム・ソンヨン
韓国、釜山生まれ（1964）。弘益大学美術大学を卒業、ニュー
ヨーク大学で修士学位を受ける。1999 年、二人の同僚と
一緒に釜山の最初のオルタナティブ・スペースである「代
案空間ソム」を開館。2002 年から現在まで非営利展示空
間である「スペース・バンディ（bandee）」を運営している。
100 回以上の展覧会を企画、進行し、「釜山国際ビデオフェ
スティバル」の運営と月刊美術雑誌「B-ART」を発行す
るなど地域美術発展のために努力している。また、作家
として、12 回の個展と 2009 福岡アジアアートトリエンナー
レ、2008 シドニービエンナーレ、2006 釜山ビエンナー
レを含めて多くの展覧会に参加して活発な活動をしている。
現在釜山に在住。

Kim, Seong-Youn
Born in Busan (Korea), in 1964. He graduated from
Hong-Ik University (majored Fine Art) and received
m a s t e r ' s d e g r e e f r o m N ew Yo r k U n i ve r s i t y. H e
founded <alternative space Sum> with 2 colleagues
in 1999. And he has been running non-profit art
space <Bandee> since 2002, and managing more
than 100 exhibitions. Also he has been doing various
activities as an effort to improve a local art scene,
such as publishing <B-ART> which is a monthly Busan
art magazine, directing <Busan International Video
Festival> and so on. As an artist, Seong-Youn Kim
participated 2009 Fukuoka Asian Art Triennale, 2008
Sydney Biennial, 2006 Busan Biennale and he had 12
solo exhibitions. Currently works and lives in Busan.

竹圍工作室 / Bamboo Curtain Studio,
マーガレット・シュー
カリフォルニア大学バークレー校で経済を研究する。ビジュ
アル・アーティストとして国内外の展覧会に参加する前
はエコノミストという経歴を持つ。オルタナティブスペー
ス、竹園工作室と文化政策調査会社、竹園創芸国際のディ
レクターとして、この 2 つのプラットフォームを運営し
ている。個人の創造性への信念に基づいて、この 15 年の
間創造的な才能を発掘し続けてきた。これまで様々な政
策を実現し、文化、社会とエコロジーにおける多様性と
継続性を支えるアーティストの役割を主張している。また、
国内外の学際的なネットワークを構築し、リサーチやコ
ラボレーションを行っている。

Margaret Siu
W ith a background in economic development at
University of California, Berkeley, Ms. Shiu worked as
an economist before changing career to a visual artist,
participating in national and international exhibitions.
As the director of the alternative space Bamboo
Curtain Studio and the culture policy research unit,
Bamboo Culture International, she uses these two
platforms for realizing her strong belief in the creative
potential in each individual, and thus has been working
continuously in the last 15years in discovering and
nurturing creative talents. Ms. Shiu has activated many
initiatives, highlighting the artistʼ s role in promoting
diversity and sustainability in cultural, social and
ecological sectors, and continues in net working
cross sectors locally and internationally with many
organizations for research and collaborations.

AIR 台北 / AIR Taipei
ヤオホワ・スー
AIR 台北、台北国際芸術村、草山国際芸術村のディレクター
を務める。コンテンポラリー・アート財団理事。国立台
北大学、国立台湾芸術大学講師。海外の文化機関との国
際文化交流プログラムの立案、アーティスト・イン・レ

ジテンス・プログラムの計画、実現に尽力する。

Yaohua SU
Currently director of the Arts-in-Residence Taipei, the
Taipei Artists Village as well as the Grass Mountain
A r t i s t V i l l a g e . C u r r e n t l y, Bo a r d M e m b e r o f t h e
Contemporary Art Foundation, and lecturer at National
Taipei University of Education and the National Taiwan
Arts University. She has been proactive in establishing
international cultural exchange programs with cultural
agencies from overseas, as well as planning and
coordinating artists in residency programs.

進念二十面体 / Zuni Icosahedron
ダニー・ユン
ズニ・イコサヘドロン芸術監督、香港現代文化インスティ
テュート理事長。演劇、漫画、映画、ビデオ、視覚芸術、
インスタレーションから、キュレーション、教育プログ
ラム、批評、政策提言に至るまで、幅広い意味でアート
に関わってきた。香港を含む東アジア地域で最も影響力
のあるアーティストのひとりである。作品は、世界 30 以
上の都市で上演されている。現在ユネスコ国連コンサル
タントシステム国際コンサルタント。世界文化フォーラ
ムアジア太平洋連合議長、西九龍文化行政区理事、李兆
基香港創造学校理事。

Danny Yung
He is the Artistic Director of Zuni Icosahedron
a n d C h a i r p e r s o n o f t h e H o n g Ko n g I n s t i tu t e o f
Contemporary Culture. He has been deep involved
in almost all fields of the arts, from theatre, cartoon,
film and video, visual art, installation to arts curation,
education, criticism and policy advocacy. He is widely
regarded as one of the most influential artists in
Hong Kong and the neighbouring regions. His works
have toured to more than 30 cities. He is currently an
International Consultant of the UN Consultant System
(UNCS) of UNESCO, Chairperson of the Asia Pacific
Alliance of World Cultural Forum, Board Member of the
West Kowloon Cultural District Authority and Lee Shau
Kee Hong Kong School of Creativity.

アートスペース / ARTSPACE
ルーベン・キーハン
ア ー ト ス ペ ー ス・視 覚 芸 術 セ ン タ ー の キ ュ レ ー タ ー、
「Column」編 集 者。最 近 手 が け た 展 覧 会 は 以 下。
Publicity（ア ー ト ス ペ ー ス、CACSA、2007）、Raquel
Ormella: She went that way（アートスペース、2009）、
Diorama of the City[ 原久子と共同プロデュース ]（東京
ワンダーサイト、2008）
、Between Site & Space（アー
トスペース、2009）
。2009 年の国際キュレーター会議
「アートの空間」では、ブレア・フレンチとともに共同
議長を務めた。国際美術批評家協会（AICA:International
「ArtUS」
、
Association of Art Critics）会員。「Artforum」、
「Art & Australia」
、「Broadsheet and Eyeline」な ど へ の
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寄稿多数。2010 年 6 月から横浜美術館のレジデント・キュ
レーターとして滞在予定。

Reuben Keehan
Reuben Keehan is Curator at Artspace Visual Arts
Centre, Sydney, and editor of Column. His recent
exhibition projects include Publicity (Artspace &
CACSA, 2007) and Raquel Ormella: She went that
way (Artspace, 2009), and, with Hisako Hara, Diorama
of the City (Tokyo Wonder Site, 2008) and Between
Site & Space (Artspace, 2009). With Blair French,
he was co-convener of the international curatorial
conference Spaces of Art (2009). He is a member of
the International Association of Art Critics (AICA) and
he contributes to a range of publications including
Artforum, ArtUS, Art & Australia, Broadsheet and
Eyeline. From June 2010, he will undertake a curatorial
residency at Yokohama Museum of Art.

パフォーマンス・スペース / Performance Space
ベック・ディーン
2007 年よりアソシエート・ディレクターとしてパフォー

ベーリット・ヨンスヴィック
アーティスト、1978 年より彫刻とグラフィックを手が
ける。デザインと工芸の学校で教育を受け、ヨーテボリ
地区とスウェーデンの国会議事堂にて公的な研究調査を
する。スウェーデンのみならず国際的にも展覧会を行い、
1987 年の広島市立美術館での展示などがある。2002 年
には日本の国際交流基金から奨学金をうけ、同年日本で
ワークショップを行った。初期の頃からコンストエピデ
ミンにスタジオを持ち、ギャラリー・コンストエピデミ
ンやヨーテボリ現代美術国際ビエンナーレと仕事をして
いる。

Berit Jonsvik
Artist. Working with sculpture and graphic art since
1978, educated at School of Design and Crafts.Several
official assignments in the Göteborg region and also the
Swedish Parliament building. Exhibitions both in Sweden
and international; such as in Hiroshima City Museum
in 1987. Awarded Japan Foundation Fellowship Grant
2002. Conducted workshop in Japan in the same year.
Has studio at Konstepidemin since the beginning and is
also working with Galleri Konstepidemin and Göteborg
International Biennial for Contemporary Art.

マンス・スペースに参加。ビジュアル・アーティストであ
り、
キュレーター、
ライターである。2005-2007 年、Australia

Center for Photography キュレーター、2002-2005 年、PICA
展 覧 会 マ ネ ジ ャ ー。1997-2001 年、John Curtin Gallery 在
籍。2003-2005 年、
パースのArtrage Festival、2001-2002 年、
Young People and Arts Panel of ArtsWA（Arts Western
Australia）勤務。現在、現代舞踊カンパニー、Dirty Feet 在職。
2007 年よりBundanon Trust Residency Program 選考委員。

Bec Dean
Bec Dean joined Performance Space as Associate
Director in 20 07. She is a curator and writer who
t r a i n e d a s a v i s u a l a r t i s t . P r i o r t o Pe r f o r m a n c e
Space, Bec was curator at the Australian Centre for
Photography (2005-2007), exhibition manager at
PICA (2002-2005) and held various positions at John
Curtin Gallery (1997-2001). Bec was Chair of both the
Artrage Festival in Perth (2003-2005), and the Young
People and the Arts Panel of ArtsWA (2001-2002), and
is currently Chair of contemporary dance company
DirtyFeet. She has also been on the selection panel for
the Bundanon Trust Residency Program (2007-2009).

コンストエピデミン / Konstepidemin
マリア・リンドベリ
1994 年からコンストエピデミンの共同ディレクター及
び経理をつとめる。ゲストスタジオの責任者。80 年代初
頭から異なる文化の領域で仕事をしている。

Maria Lundberg
Co-ordinator/administrator at Konstepidemin since 1994.
Responsible (among other things) for the guest studios.
Worked since the early 80s in different culture areas.
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トゥズラクター/ Tűzraktér
アグネス・シモール
1979 年ブタペストに生まれる。エトヴェシュ・ロラーン
ド大学で、ハンガリー文学、舞踊美学、ドラマ教育を専攻。
詩人、文芸批評家、舞踊批評家、翻訳家。また、フェル
デンクライス、舞踏、コンテンポラリー・ダンスなど様々
の舞踊を学ぶ。2001-2006 年 KASZT 大学劇場ディレクター。
2005 年よりトゥズラクター芸術監督。同年、トゥズラク
ターでの活動に対し文化省より表彰される。自身の創作
活動のほか、社会における文化の役割に関心を寄せる。

Agnes Simor
Born in Budapest in 1979,. Graduated at the Eötvös
Loránd University of Budapest Studied Hungarian
literature, aesthetics (dance aesthetics) and
dramapedagogy. Poet, literary and dance critic and
literary translator. Between 2001-2006 director of the
University Theater KASZT. Since 2005 artistic director of
the Tüzraktér alternative cultural centre of Budapest. In
2005 she was honoured by the Ministry of Culture for
her organizing activity in the Tüzraktér center. Her main
interest is, together with her own creative activity, to
emphasize the role of the culture in the society.

レッドハウスセンター/ Red House Center
ツベトリーナ・ヨシフォーヴァ
デシスラーヴァ・ガブリローヴァとともにレッドハウ
スセンターを設立。サイコドラマ・セラピスト。ジー
ク ム ン ト・フ ロ イ ト 大 学 サ イ コ セ ラ ピ ー 博 士 課 程。
2006-2007 年に同大学でサイコセラピーを専攻する。
演劇研究を行い、1990-1994 年にはパフォーマーとし

て活動。1987-1992 年にソフィアの National and World
Economy 大学で経済学と経営学修士取得。2002 年デ
ヴィッド・レロハムと新ブルガリア大学を立ち上げ、芸
術社会心理学実践の修士課程教授とディレクターを務め
る。2009 年 3 月より、欧州サイコセラピー協会の理事
会のブルガリア代表に選出。芸術、文化、サイコセラピー
に関する著書がある。

Tzvetelina Iossifova
Tzvetelina Iossifova is founder-director (together with
Dessislava Gavrilova) of The Red House Centre for
Culture and Debate. Dipl. Psychodrama-Therapist,
doctoral student in psychotherapy at Sigmund Freud
University, Vienna, specialized psychotherapy at the
same university (2006-07). She has studied Theater
Studies and has had intensive practice as a performer
(1990-94). She holds a Master Degree in Economics
and Management from the University of National
and World Economy, Sofia (1987-92). Professor and
director of the MA programme in Artistic PsychoSocial Practices at the New Bulgarian University that
she established (together with David Ieroham, M.D.)
in 2002. Since March 2009 she is elected national
delagate of the Bulgarian Association for Psychotherapy
at the Ex еcutive Board of the European Association
for Psychotherapy. Her publications are in the field of
arts, culture and psychotherapy.

芸術家の家 ベタニエン / Künstlerhaus Bethanien
ミハエル・ヘルター
1934 年ダルムシュタットに生まれる。ウイーン、パリ、
ミュンヘンでロマンス語学と文学を学ぶ。また、ウイー
ンとパリで俳優の修業をする。ベルリンに芸術家の家ベ
タニエンを設立、1974 年から 99 年までディレクターを
務 め る。The Association for Cultural Politics 設 立 メ ン
バー。1993 年、ベタニエンで、レジデンシャル・アート・
センター国際協会 (Res Artis) を発足。演劇、ダンス、視
覚芸術、哲学に関する著書がある。

Michael Haerdter
Born in Darmstadt 1934, studied Romance languages
and literature in Vienna, Paris and Munich, Trained
as an actor in Vienna and Paris. Established the
Kunstlerhaus Bethanien Berlin, and was its director
for 1974-1999. Founding member of the Association
for Cultural Politics. In 1993 formed the International
Association of Residential Art Centres at Bethanien.
Author of several books on theatre, dance, the visual
arts and philosophical matters.

アンガール / Hangar
テレ・バディア
バルセロナ在住。美術史家（バルセロナ大学）
、社会学及
びインターネット学際研究所 IN3/UOC（カリフォルニア
公開大学）の提供する情報知識学会における専門的研究の
学位における修士号取得。文化的経営者として、複数の国
際的文化協同計画や都市と地方の文化政策、分野別の訓練
計画と技術的援助の提供を数々の国際機関とのコラボレー
ションという枠組みで展開してきている。現在バルセロナ
の IDEP イメージスクールの学士過程と研究科でコミュニ
ケーション倫理学を教えている。2010 年より芸術制作と
調査の拠点となるアンガールのディレクターになる。

Tere Badia
Bo r n i n M ex i c o i n 19 6 4 . Ba s e d i n Ba r c e l o n a , a
cultural manager in the field of International Cultural
C o o p e r a t i o n Pr o g r a m s , a s we l l a s wo r k i n g o n
collaborative projects between artists and industry.
She researches cultural policies, advising networks
and artistic collectives. She has carried out analytical
studies of culture as well research and development.
She has curated exhibitions and new-media events.
Currently, she is organizing an exhibition on the
politics of image in the Hispanic world. As of 2010,
She is acting director of Hangar Centre for Arts
Research in Catalonia, and lectures on the Ethics in
Communication at the IDEP in Barcelona.

カン · チャラン / Can Xalant
ペップ・ダルダーニャ
ヴ ィ ジ ュ ア ル・ア ー テ ィ ス ト、人 類 学 者、文 化 活 動
家。エリサバ・スクール教師。2005 年よりマタロ（ス
ペイン、バルセロナ郊外）のクリエイションと現代思
想センターCan Xalant（カン・チャラン）のディレク
タ ー。Winfall 91（グ ラ ス ゴ ー）
、Druckwerk（ブ レ ー
メン）
、Back to Paradise（カナダ、ピーターボロウ）
、
Kunst&Zwalm（ベルギー）など国際的なパブリックアー
ト展に参加。El Cor de les Tenebres（バルセロナ、ラ・
ヴィレイナ）
、CAAM（カナリア諸島パルマ）などのグ
ループ展、Mendel Art Gallery（カナダ、サスカットー
ン）
、タピエス財団（バルセロナ）
、Lladres de cossos（バ
ルセロナ、メトロノーム）などの個展を開催。

Pep Dardanyà
Visual artist, anthropologist and cultural manager. He
is a teacher of Art and Anthropology at Elisava School,
and since 2005 is the director of Can Xalant. Centre
of Creation and Contemporary Thought in Mataró.
He has participated in the international projects of
Public Art such as: Winfall 91, Glasgow. Druckwerk,
Bremen. Back to Paradise, Peterborough, Canada
or Kunst&Zwalm in Belgium. He has exhibited in
numerous group shows: El Cor de les Tenebres, La
Virreina, Barcelona and CAAM, Las Palmas in Gran
Canaria. Indivisuals, Mendel Art Gallery, Saskatoon,
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Canada and Fundació Tàpies, Barcelona. Lladres de
cossos, Metrònom, Barcelona.
エクスペリメンテム · アンブ · ラアート
Experimentem amb lʼ ART
シルビア・デル・アモ
Experimentem amb lʼ ART ディレクター。1948 年バル
セロナに生まれる。3 ～ 12 歳の子供のための視覚芸術教
育専門家。バルセロナのエスコーラ・マサナで視覚芸術
を学び、子供と大人のための視覚芸術教員養成に従事する。
また、アートと教育に関する様々のセミナーで講師を務
める。1995 年より Experimentem amb lʼ ART のメンバー。

Sylvia del Amo
Experimentem amb lʼ ART Co-directors. Born in
Barcelona in 1948. Teacher specialized in visual arts
for children between 3 and 12 years old. She studied
Visual Arts at Escola Massana in Barcelona. She has
been teacher of visual arts teachers for kids and adults.
Moreover, she was taking part as a speaker in different
seminars about art & education. She is one of the
members of Experimentem amb l ʼ ART since 1995
.
ビクトル・ロボ
Experimentem amb lʼ ART ディレクター。1965 年バル
セロナに生まれる。1982 年よりいくつかの文化 NPO 団
体に所属。1988 年から 1993 年まで音響照明のカンパ
ニ ー、Sonostudi で 働 く。1993 年 よ り Experimentem
amb lʼ ART のメンバー。

Víctor Lobo
Experimentem amb lʼ ART Co-directors. Born in
Barcelona in 1965. Since 1982, he has been working
in several non-profit organizations within the cultural
field. Between 1988 and 1993 he worked in Sonostudi,
a sound&ilumination company. Since 1993 he is one of
the members of Experimentem amb lʼ ART.
イデンシタット / IDENSITAT
ラモン・パラモン
イデンシタット (1999-2010) 及び ACVIC(2010) のディレク
ター。マドリッド・アビエルトに 2003 年から 2009 年ま
でコミッティメンバーとして参加。2005 年の第二回目の
開催ではキュレーターを努める。2006 年、マドリッド・
アビエルトの「エクスチェンジ・公共スペースにおける
経験とアーティスティックな戦略」と題されたシンポジ
ウムをディレクションした。また、アートと観客参加お
よび社会空間の関係に関するシンポジウムを企画し、同
様のテーマの評論も出版。ポンペオファブラ大学エリサバ・
デザイン・スクールのデザインとアートとパブリックス
ペースの修士課程の共同責任者。アーティストとしては、
Ultrabarri (Gaspar Maza と共同で ) や I[&] Territori( バルセロ
ナの地下鉄駅トーレ・バロにて ) や Territoris Ocupats など
のプロジェクトや、Còm volem ser gobernats?( バルセロ
ナ現代美術館 )、Tour-ismes ( タピエス財団 )、Quorum( バ
ルセロナ、ラ・カペィヤ ) などの展覧会に出品している。

206

Ramon Parramon
Director of Idensitat (1999-2010) and Art Centre ACVIC
(2010). He has taken part in Madrid Abierto (2003-2009)
as member of the selection committee and as curator
in the second edition in 2005. In 2006 he directed
the Madrid Abierto discussion panels: Exchanges.
Experiences and artistic strategies in public space.
He has organized several discussion panels about the
relation between art, participation and social space and
has published essays about the topic. He is also the
co-director of the masterʼ s Degree in Design, Art and
Public Space at Elisava, School of Design- Universitat
Pompeu Fabra. As a visual artist he has carried out
projects such as Ultrabarri (with Gaspar Maza), I[&]
Territori (in the metro station Torre Baró in Barcelona),
Territoris Ocupats; and participated in exhibitions
such as: Còm volem ser gobernats? Museu dʼ Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), Tour-ismes
Fundación Antoni Tapies and Quorum in La Capella de
Barcelona.

NDSM ワーフ / NDSM wharf
エヴァ・デ・クラーク
1965 年アムステルダムに生まれる。この 15 年は文化芸
術の発展をかけた運動の最前線に挺身する。アムステル
ダムの困窮した地区のコミュニティーと協働し、地方と
国家のレベルを問わず、あらゆる再生プログラムに関わ
る社会階層のために活動してきた。ヒップホップやスケー
トボーダーから新エネルギーの開発会社の設立、アート
& クラフトマーケットの立ち上げ、アーティストの為の
生活空間とスタジオが一体となる居住施設の確保など、
一般人の視点から官と産の継続的連携を推進するエキス
パートとして世界的に著名。

キュレーターとディレクターを務める。2005 年、現代
美術国際展キュレーター。

Thomas Peutz
General Director of SMART Project Space. Graduate
in Art History and Classical Archeology, Vrije university.
1994/5 Curator and director of Art Projects Europe,
Amsterdam. 2005 Curator, International Exhibition of
Contemporary Art.
レザルティス / Res Artis
マリオ・ A ・カロ
レザルティス代表。歴史家、批評家、コンテンポラリー・
アート・キュレーター。博物館の実務、写真、芸術史の
方法論に関する著書がある。アムステルダム大学で博士
号取得、エバーグリーン・ステート・カレッジ、オティス・
スクール、インディアナ大学等で教鞭を執る。コンテン
ポラリー・アートとコミュニティーの関係に関心をもち、
文化交流がコミュニティーに与える影響という観点から、
アーティストインレジデンスに様々の形で関わっている。

Mario A. Caro
Mario A. Caro is a historian, critic, and curator of
contemporar y art.President of Res Artis He has
published on various topics, including museum
practices, photography, and art historical methodologies.
In terms of his academic experience, he completed his
doctoral studies at University of Amsterdam and has
taught at various institutions, including The Evergreen
State College, Otis School of Art and Design, and
Indiana University. His interests have always involved the
relationship between contemporary arts and community.
His involvement with the field of art residencies stems
from this concern with effects of cultural exchange on
local and global communities.

Eva de Klerk
Born in Amsterdam in 1965. Has spent the last fifteen
years at the fore front of arts and culture development
movement. Working through localized communities
in deprived areas of Amsterdam she has campaigned
on behalf of ever sector of society to be represented
at all levels of regeneration programs be they regional
or national. From hip hop and skateboarders to
development of commercial new energy companies,
art and crafts markets and housing for both living
spaces and studio complexes for artists, Eva de Klerk
has built an international reputation as expert on
helping government and industry form lasting bonds
with the needs of ordinary everyday people
スマート・プロジェクト・スペース

Smart Project Space
トーマス・ペッツ
SMART プロジェクト・スペースディレクター。アムス
テルダム自由大学で芸術史と考古学を専攻。1994-95 年、
アムステルダムのアーツ・プロジェクト・ヨーロッパの

アート・ジーン / Art Gene
スチュアート・バスティック
アーティスト、アート・ジーン創立者であり、現在ディ
レクターを務める。20 年来のキャリアの中で英国内の様々
のプロジェクト、コミッション・ワーク、展覧会などを
行い、数々の賞を受賞。2007 年 Northern Art Prize 候補
となる。また、カンブリア州政府のコンサルタントを請
負、ディレクターとしても活躍する。2008 年リバプー
ルのヨーロッパ文化都市開幕イベントに参加。これまで、
スコティッシュ・オペラ、ロンドンのテイトギャラリー
などの施設で活動する。

Stuart Bastik
Artist / Co-Founder and currently director Art Gene.
Over his 20 year career he was worked on numerous
projects, commissions and exhibitions throughout the
United Kingdom. Recipients of many prizes, and was
shortlisted for the Northern Art Prize in 2007. He has also
worked as a consultant with local authorities in Cumbria,
and been active in Directorships. He participated in the

European Capital of Culture Launch in Liverpool in 2008,
and among the many institutions he worked with feature
the Scottish Opera, and London's Tate Gallery.

NY の疾風、 P.S.1 -10 年目の報告
アラナ・ハイス

P.S.1 等で 700 以上の展覧会を企画する。ニューヨーク
を世界中のコンテンポラリー・アーティストが集まる場
所として認知し、既存の美術館がもはやサイト・スペシ
フィックな展示空間を十分に提供できないと考え、オー
ルタナティブなアーツ・オーガニゼーションの設立を
決意した。1971 年、批評家ブレンデン・ジルとともに
the institute for Art and Urban Resources を 立 ち 上 げ
る。1976 年には、ロング・アイランドの P.S.1 ミュージ
アム ( 現 P.S.1 コンテンポラリー・アート・センター) と
ロウアー・マンハッタンのクロックタワー・ギャラリー
に活動を集約した。クロックタワーは、オルタナティブ
な展示スペースとしてすでに伝説化されている。2004 年、
クロックタワーは、世界最初のインターネットラジオ局、
Art Radio WPS1.org の本拠地となった。

Alanna Heiss
Heiss has curated and organized more than 70 0
exhibitions at P.S.1 and beyond. Recognizing New York
as a worldwide magnet for contemporary artists, and
believing that traditional museums did not provide
adequate exhibition opportunities for site-specific art,
Heiss decided to establish a formal alternative arts
organization. In 1971, she and critic Brendan Gill founded
the Institute for Art and Urban Resources. By 1976, the
Institute had concentrated its activities in two facilities:
P.S.1 Museum (now P.S.1 Contemporary Art Center) in
Long Island City, and the Clocktower Gallery in Lower
Manhattan. The Clocktower has become a legendary
alternative exhibition space. In 2004, the Clocktower
became home to Art Radio WPS1.org, the world's first
Internet-based art radio station.
木幡和枝
1946 年東京都生まれ。アート・プロデューサー。1985
年より P.S.1Contemporary Art Center/MoMA 客員学芸
員、1988 年よりアートキャンプ白州事務局長を務める。
現在、東京芸術大学美術学部先端芸術表現科教授。主な
翻訳書にライアル・ワトソン『風の博物誌』( 河出書房新社、
1985)、トニー・ゴドフリー『岩波世界の美術 コンセプ
チュアル・アート』( 岩波書店、2001)、スーザン・ソン
タグ『同じ時のなかで』(NTT 出版、2009)。

Kazue Kobata
Born in Tok yo in 1948. Art producer. From 1985
worked as visiting curator of P.S.1 Contemporary Art
Center and MoMA. General secretary of Art Camp
Hakushu since 1988. Currently professor of the Tokyo
University of the Arts Inter Media Art. Translator of
books including : Lyall Watson's Heaven's Breath, Tony
Godfrey's Conceptual Art and Susan Sontag's At the
Same Time:Essays and Speeches.
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