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第１ はじめに 

2019 年度（第 8 期）では、育成・支援・助成事業及び文化に関する普及啓発事業を行

なってきた。 

但し、コロナ禍の影響もあり瑞雲庵を利用した助成事業の春期は開催を見送ることと

なった。ART360 を通じた普及振興事業については，撮影ができないという事情があった

が，編集未了の映像があることから，サイトのアップには特に影響はなかった。また支

援・育成事業としての＋5は当期から本格的に始動する予定である。 

瑞雲庵については、助成事業開催時以外の期間の一般への貸出を行った。 

上記のとおり，コロナ禍の影響で助成事業開催の延期等があったため，2020 年度は繰

越予算が発生している。 

 

第２ 企画者の育成・支援助成事業 

１ 概要 

当財団が保有する日本家屋瑞雲庵を使用した展覧会の企画運営を通じて企画者の育

成・支援・助成事業を行う。 

選考委員会が企画者を選定する。選定された企画者は、予算書、スケジュールを作

成し、展覧会の企画運営を行う。企画運営は、基本的には企画者の裁量に委ねられる

が、適宜事務局に報告を行う。展覧会終了後は、決算書及び終了報告書が提出される。 

今期の展覧会は京セラの増配の為，3展覧会の開催を予定している。 

２ 2020年度事業の計画 

⑴  募集について 

2020 年事業年度の募集は既に終了し，2020 年 6 月 10 日にアンケート式にて選考

委員の選考を経て助成事業を決定した。応募期間中に新型コロナウィルスの感染が

拡大し、緊急事態宣言の最中に締切日という条件に加え、終息まで不確定な要素の

多い未来に対しての不安からか応募が 1組であった。決定事業は 2020年度事業年度

に実施予定。 

また、2020 年度より助成事業展覧会の PR を財団が主体性を持って行い、周知を

広めていく。ART360による展覧会のアーカイブも検討。 

  ⑵ 展覧会について 

ア 秋期（2019年度募集時に決定） 

開催期間：2020年 11月（詳細時期未定） 

展覧会名：本のキリヌキ 

キュレーター：黒田大スケ 

イ 秋期（2019年度募集時に決定） 

開催期間：2021年 2月乃至同 3月（詳細時期未定） 

展覧会名：黒い光 

キュレーター：島林秀行 

ウ 春期（2020年春期に実施予定だったが 2021年春期に延期） 

開催期間：2021年 4月乃至同 5月（詳細時期未定） 

展覧会名：虹の再織 
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キュレーター：芦田彩葵 

  ⑶ 予算 

・7,000,000 円（1事業につき 2,748,690円の経費） 

（助成金、図録制作費、ART360撮影費、人件費など） 

・便宜上、募集を 2021 年度というくくりで行っているので、実際の財団の事業決算

期間とは異なる 

・春期助成事業（上記⑵ウ）は、2019 年度事業（第 8 期）のものが新型コロナウィ

ルス感染症の影響により 2020年度（第 9期）事業年度へ繰越された 

 

第３ 未来のアートエデュケーターの育成・支援事業： インターンシップ・プログラムを

軸とした、+5（ART360°サテライトメディア）の運営及び展覧観測（VR アート教室）

の実施 

１ 概要 

AI や IoT など、テクノロジーの急速な発展に伴い、それを開発、利用する側の倫理

感が改めて問われている昨今、人間性を育む文化教育の重要性はより一層高まってい

る。本事業では未来のアートエデュケーターの育成を目標に ART360 および+5 のコンテ

ンツ上でメディア運営、編集、執筆の経験、および学びの場を提供する。 

2020年度より具体的な支援事業として以下の事業を行う。 

①インターンプログラムの提供 

②＋5の運営 

③展覧観測の開催 

２ 各事業内容 

⑴ ①インターンプログラム「Art in turn」の提供 

ア  未来のアートエデュケーター育成のためのインターンシップ・プログラム「Art 

in turn （アート・イン・ターン）」を提供する。アートの知識のみならず、VR

や映像メディアなど、さまざまなテクノロジーを駆使して、伝えるための手法開

発に取り組む。現在進行系で変化するアートの状況に「in」して「turn（回

転）」することで、世界を見渡し、美術教育の未来を見据えていくことができる

次世代のエデュケーターを育成していくことを目的としたプログラムである。 

+5,展覧観測の運営・実施に関わることで、美術教育の現場に求められる人材

を輩出していく。また、インターン独自の観点からアートに関するリサーチを元

に記事を作成、＋5上で配信を行う。 

採用期間は 1年とし、公募により募集する。+5運営メンバーで審査を行う。 

イ  育まれるスキル・知見 

・観察（Observation）：観察力、視点 

・調査（Research）：言語、検索、普遍的認識理解 

・仮設（Abduction）：仮説構築、統合的能力 

・表現（Expression）：ライティング、写真・映像制作 

・検証（Inspection）：アンケート、アーカイブ 

ウ  採用人数 2人、週 3日 

・ART360°スタジオにて実施 

604-8831 京都市中京区壬生森前町 26-22 

・＋5ウェブサイトおよびアート専門求人サイトにて募集を予定 

エ  予算：480,000 円 

・運営マネジメント：40,000円/月、12ヶ月 
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⑵ ②+5の運営 

ア 概要 

ART360°サテライトメディア「+5」は、展覧会アーカイブ事業「ART360°」の

サテライト（衛星）的位置に立ち、「文化のアーカイブと、その活用」を実践す

るメディアです。展覧会アーカイブを主題とした記述を中心に、文化・芸術の現

場へのインタビューから展覧会の裏側で技術的な側面まで、アートエデュケーシ

ョンの教科書としての情報メディアを構築することを目的とする。なお、現在ま

では ART360 の本格始動に力点が置かれていたため、+5 は具体的な活動は行って

いない。当期から具体的な活動を行う予定である。 

イ 活動内容 

①アーカイブの現状に関する調査および取材 

・先端的なアーカイブ活動をされている文化芸術機関にその取り組みを伺う。 

・年間 6記事を予定 

②東アジア地域を中心に働く日本人アート関係者への取材 

・普段は取り上げられることがないアートの現場を掬い上げる 

・年間 6記事を予定 

ウ ライター候補一覧 

・増井辰一郎さん（上海）アートコーディネーター 

・塚田優さん（東京）批評家、ライター 

・橋本誠さん（東京）アートプロデューサー 

・田村かのこ（東京）アートトランスレーター 

・横山いくこ（香港）キュレーター 

・岩切澪（台湾）美術ライター 

・栖来ひかり（台湾）京芸出身ライター 

エ 予算 

・運営マネジメント：600,000円（50,000円/月、12ヶ月） 

・アーカイブ取材費：540,000円（90,000円/記事、6記事） 

・アートの現場取材費：300,000円（50,000円/記事、6記事） 

・取材協力費：120,000円（10,000円/記事、12記事） 

⑶ ③展覧観測の開催 

ア 概要 

展覧観測は、アートスペースや高等教育機関で ART360°の展覧会アーカイブを

主な教材とし、鑑賞教育を通して、芸術・文化の動向を知り、抽象的な思考力

（メタ思考）を養うプログラムである。またその成果を＋5 へと還元し、情報の

発信、保管を行う。実施対象機関は+5 ウェブサイト上で広く公募し、最低限の必

要経費を負担いただくかたちで提供を行う。さらに、より開かれた場として、イ

ンターンシップ・プログラムと連動して公開教室を開催。大人から子供まで誰で

も参加することができる場づくりに取り組む。 

イ 活動内容 

①パブリック：全年齢対象一般公開型の VRアート教室 

・様々なアートスペースで年 10回の開催を予定している。 

②クラス：高等教育機関を対象とする VRアート教室 

・＋5ウェブサイト上で公募、催行費は応募者にご負担いただくかたちで、可

能な範囲でスケジュールを調整し、実施する。 
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③VR鑑賞教育キット開発 

・コロナウィルスの影響を鑑み、VRヘッドセットと授業マニュアルをセットに

した「展覧観測キット」を設計し、希望する教育機関に提供を行う。レンタ

ル費用は応募者にご負担いただく。実験的に 1セットを制作予定。 

ウ 予算 

・運営マネジメント：600,000円（50,000円、12ヶ月） 

・展覧観測（パブリック）催行費 

：450,000円（75,000円/回 6回） 

・展覧観測（クラス）学校公募資料作成（PDF + ウェブページ） 

：200,000円 

・展覧観測チラシデザイン・印刷費：100,000円 

・VR鑑賞教育キット開発：350,000円 

 ３ 今後の展望 

① +5におけるインターンプログラムの運用 

② 展覧観測の開催と教育利用マニュアルの作成 

③ アートスペースでの定期的なイベント開催による鑑賞教育の普及 

④ コロナウィルスの影響を考慮した上での施策 

 

第４ 文化に関する普及振興事業：ART360 

１⑴ 概要 

当財団は、バーチャルリアリティ（VR）技術、360 度カメラを用いて展覧会とい

う作品を記録することで、その体験を恒久的な文化遺産としてアーカイブする。さ

らにインターネット上で公開することで誰もが過去の貴重な展覧会にアクセス可能

な環境を構築。日本の現代美術の振興・普及に寄与するプラットフォームの成立を

目的とする。 

 ⑵ 目的 

いまや展覧会は都市にとって欠かせない芸術活動となった。同時に、現代美術に

おいては展覧会それ自体を一つの作品とする考え方が一般的になってきた。これは

複雑さを増す社会を背景に、思考や物語といった多義的なテーマを扱うためには、

単なる物ではなく、インスタレーションやパフォーマンスといった動的な装置が必

要となったからだと考えられる。 

物質的な作品は残すことができるが、展覧会という体験はただの箱に還ってしま

う。これまで美術館が未来の芸術文化の発展を見据えて、ゴッホの絵画や歌川広重

の浮世絵を保存したように、展覧会という作品をアーカイブする必要性は高まって

いるが、技術的な障壁によって、これまで現実的に検討されてこなかった。そこで、

VR 技術、360 度カメラ等の最先端技術を用いて展覧会自体をアーカイブ化すること

が必要であると考え、当事業を進めている。 

２ 事業計画 

⑴ 360°メディア配信システム「PLACE」の導入： 

ア  これまで一つの動画として配信されていたのに対し、ユーザが任意に各スペー

スの遷移が可能となり、マップや詳細情報（作品写真、キャプション）の閲覧も

可能となる。 

イ  予算 

・ART360アップデートおよび PLACE Player 導入費 

：1,750,000 円（50,000/展、35展） 

・Amazon Web Service サーバー通信費（1080p 15 分 月間 5 千回再生）：

1,350,000 円（150,000/月、9ヶ月（導入期間を 8-10月を想定）） 
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⑵ 展覧会アーカイブ 

ア  選考型と公募型、2種類の展覧会アーカイブ事業を実施 

選考型は、各年度予算の範囲内で撮影可能な数の展覧会を選考し、打診を行

う方式。選考には公平を期するため、現代アート領域において造詣の深い有識

者を招聘し委員会を組織、四半期ごとに選考を実施する。アーカイブ資料はオ

ンラインで無料公開され、公の文化遺産として誰でもいつでもアクセスできる

環境を構築する。 

公募型は、美術館などのアート機関、民間のギャラリーなどが撮影コスト

を自己負担したうえで ART360°に撮影依頼を行う方式。財団の年間予算内で

は同時期に撮影できる展覧会数に限りがある。そこで、より多くの現代アート

の記録・保存を行うために、展覧会主催者からデータの提供を受け，ART360°

にてサーバーを提供しアーカイブ化，公開を行う。 

また、大容量な 360度映像の配信には、サーバー費、通信費、管理費などの

莫大なコストがかかり、視聴数によってその金額は大きく変動するため予測が

難しい。美術館における入場料と同様に、視聴者からの寄付を求めることによ

って、通信コストをカバーし、より多くの 360 度展覧会アーカイブを配信でき

る環境を構築する。 

イ  東アジアを中心に高解像度 360°映像を用いた展覧会アーカイブ（6本/年） 

ウ  予算 

・撮影委託費 7,972,000円（790,000/展、6展/年） 

・ウェブサイト保守管理：360,000円（30,000/月） 

⑶ 運営組織 

ア  会計業務の簡易化と事業開発速度の向上を理由に、アクチュアル株式会社が一

括して運営管理をする形式に変更となる。（2019年 1月より） 

（運営管理委託先会社） 

アクチュアル株式会社（Actual Inc.） 

プロジェクトのデザインを通して価値をつくりだす会社。調査、計画、製品設

計、PR といった個別のプロセスに終始せず、領域横断的に「価値づくり」のす

べてのプロセスに参加し、新たなソリューションを構築する。また、実際の運

用を通して事業を更新し続ける。2019 年時点では、特に文化、教育、環境の分

野に焦点を当てている。 

イ  担当メンバー一覧： 

・辻 勇樹（ファウンダー・ディレクター｜Actual Inc. 代表） 

・前野真榛（プロジェクトマネージャー｜Actual Inc.） 

・矢津義隆（エキシビションディレクター｜kumagusuku 代表） 

・山田 毅（メディアキュレーター｜只本屋 代表） 

・上峰 敬（テクニカルマネージャー｜Actual Inc.） 

⑷ 有識者による選考委員会の実施 

ア すべての展覧会について有識者からなる選考委員会に諮り、日本文化において

価値のある展覧会および芸術活動を選定する。選考委員は 2019 年度から継続し

て、小崎哲哉、島林秀行、松尾恵の三氏に打診予定。 

イ 予算 

・諸謝金 150,000円（有識者委員会協力費 10,000回/人、4 回/年） 
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   ⑸ 今後の方向性 

     コロナ禍の下，今後ＶＲによる展覧会アーカイブの必要性が高まる可能性があり，

また，５Ｇの普及から機材，サーバー等への投資の必要性の拡大が予想される。そ

のような状況の下で投下資本の拡張の必要性の高まりが予想される。 

 

第４ 瑞雲庵の利用、管理について 

 １ 利用について 

  随時受付を行う。 

２ 管理について 

・新型コロナ対策としてアルコールジェルや来館者用マスクを購入し、来館者予約シス

テムを検討中。 

・季節感がわかるようなホームページ作成し、年中楽しめる植物を植栽しました。 

・今年も一般貸出を行うため、昨年より引き続き造園業の方に庭掃除を依頼する。 

山下雅弘庭園工房 住まいのべっぴんさん 株式会社 亀匠 

通年 通年 通年 

薬剤散布・定期剪定作業 母屋・蔵：定期清掃 母屋・蔵：定期点検 

新規植栽・ごみ回収 外部まわり清掃 外部・庭：定期点検 

３ 予算 3,105,810円 

 

第５ コロナ禍の影響による予算の繰越 

  2020年 2月頃からのコロナ禍の影響により，育成事業の展覧会の延期，理事会の書面に

よる決議等の開催により経費の節減があり，繰越予算の金額は約 600 万円程度となる。 

以上 


