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京都府では、地域の文化に触れる新たな機会を創出することにより、

観光誘客の促進、地域経済の活性化を図るさまざまな取組を行っ

ています。その一つとして、先端技術と地域文化（歴史・風土・

自然）を組み合わせたデジタルアートプロジェクト「光のアトリ

エ」を実施し、有形文化財や名勝、景観、豊かな自然等を題材と

したデジタルアートの世界を体験できる舞台を演出しています。

2 0 1 9年度は日本三景の一つ天橋立エリアを、「太古から未来

へと続くみち」のテーマの下、光や映像、サウンドを用いたデジ

タルアートによる幻想的な世界に演出しました。7月から9月に

かけては天橋立の砂浜を音と光の演出で幻想的な世界を届け、

9月から1 1月にかけては元伊勢籠神社参道に、世界で活躍する

メディア・アーティストが「光のみち」・「光の海」を現出させました。

また、9月2 8日にはライブパフォーマンスを行いました。そして

1 1月9日、1 0日には両側に存在する成相寺と智恩寺を光の作

品で結ぶことで天橋立の起源を表現しました。

P . 0 2 はじめに

P . 0 4 天橋立公園内

 原摩利彦 / 長町志穂

P . 0 8 元伊勢 籠神社

 梅田宏明 / N O N O T A K / m o s h i m o s s

P . 1 8 天橋立－成相寺

 齋藤 精一
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原  摩利彦  /  長町  志穂
Marihiko HA RA

S hiho NA G A MA CHI

天橋立公園内
Aman oh a sh ida te Park

天橋立公園内

天橋立の砂浜を、音風景から立ち上がる質感 / 

静謐を軸に制作活動を行っている原摩利彦、

光の環境をデザインする照明デザイナー長町志穂

による音と光の演出で幻想的な世界に創り上げた。

日時＝ 2019年 7月13日［土］ – 9月30日［月］  
 19 : 00 – 22 : 30
会場＝ 天橋立公園内
音楽＝ 原 摩利彦
照明＝ 長町 志穂

Amanohashidate Park

《天橋立公園内 砂浜ライトアップ》
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天橋立公園は、天橋立駅から徒歩10分も掛からな
い砂浜一帯で、静かに内海からの波を感じることが
できる場所である。

私は午後６時ごろから、この場所に立っていた。夏は
日が落ちるのがとても遅い。私の周囲が徐 に々暗く
なるのと反比例して、目の前の砂浜を作品の光、色
のついた光が照らしている。午後６時にその光はま
だ空気のようにまだ淡く、色が砂浜に付くまで時間
が必要だった。時間の経過とともに、私を取り巻く空
気に、目でも分かるような色がついていく。ここに来
た人たちの顔がお互い見えなくなるほど、完全に空
が暗くなったのは夜８時ごろだった。

そこでようやく完全なインスタレーション作品として、
この光を体感することになる。約600メートルにわた
る長い砂浜から沖に向かって、大きな投光器が多
様な色を紡ぎ出す。青やピンク、だいだいや紫の色
が付いたこの光は、照明デザイナーの長町志穂によっ
てもたらされた。私は自分の目で、色のある光を追った。

砂浜を照らし、空間を変容させる３分間の鮮やかな
光の動きは、自由に踊るダンサーのようだった。

同時に、粒がしたたるような心地よいサウンドが私の
身体を包んでいた。投光器に付けられたスピーカー
から届くサウンドは、原摩利彦によるもので、浜辺全
体に響き渡る。光ある浜辺に立つ私たちは、そのサ
ウンドも全身で受け止めなくてはいけない。

まだ日が明るいうちから暗くなるまで、それらは10分ごと、
光と音がある状態とない状態が断続的に続いて行
くため、滞在する時間とともに変化していくのを楽し
むことができる。

私はいま、ただの浜辺にいるのではない。

これまで感じたことがない感性を揺さぶる異空間に
変容した天橋立のさまは、美しさと怪しさをもって、
私たちを包んでいた。

砂浜は感性を揺さぶる
異空間となった

文：藤田千彩

Beach appears as different space 

when senses are engaged

Th e “Alternative Kyoto” venue known as Amano-
hashidate Park is a short 10-minute walk from 
Amanohashidate Station. When I arrive, the sandy 
beach of Amanohashidate Park greets me with calm 
waves from the inland sea. 

Arriving around 6pm, the sun is still slowly moving 
towards the horizon, painting the sky on its way to 
sunset. By 8pm the sun has gone, yet somehow the 
sand is again painted with blue, pink, and deep pur-
ple light. Th e light comes in pulses along the beach, 
painting itself and then un-painting again, slowly in 
a way that is both eerie and beautiful. As time goes 
on, and the sky becomes so dark that beach-goers 
can not see each other’s faces, the air around me will 
also be colored. 

At last, one can discover that the light is from a large 
installation, the lighting design of Shiho Nagamachi, 
where large fl ood lights throw light from beach 
towards ocean. Th ese swaths of multi-colored lumi-
nescence — now blue, pink, orange, and purple 
— span the entire length of this 600meter beach. 

I stand and look out into these colored lights. Th ey 
illuminate the sand in a way that brings us into a 
diff erent dimension. Th ough the spotlights do not 
move, somehow the beach is animated, it comes alive 
with movement as if dancing.

Synchronized together with the light, a comfortable 
sound, like a musical blanket of raindrops, wraps 
my entire body. Th is sound is the work of composer 
Marihiko Hara. Th e sound is resonated through-
out the beach. As we stand here with the light and 
sound, we feel an experience that is received through 
our whole body. 

Th e light and sound can be seen from sunset time 
into the night, a three minute experience that repeats 
intermittently every seven minutes.

Th ough we are standing at the edge of the sea in 
Amanohashidate, this is not a normal beach. We 
have never experienced this place before. It has been 
transformed into a time and space that illuminates 
not just the beach, but the unknown and unseen. 

In this moment there is a beautiful yet suspicious 
feeling within me, that I am in another world. 

Written By Chisai Fujita

天橋立公園内 Amanohashidate Park06 07



元伊勢 籠神社 Motoise Kono Shrine

元伊勢 籠神社
Motoise Kono Shrine

日本の国生み神話の故郷でもある天橋立は、その成り立ちの伝説の
中で、光がとても重要な役割を果たしている。二柱の神様が、「智恵」
の力であらうみを鎮め、生まれた島（天橋立）に天人が下りて火を置き、
その火明かりに導かれるように土地が平和になった、という伝説は、天
橋立の地に、「光」が希望の象徴として、目には見えないけれども存在
していることの証といえる。「太古から未来へと続くみち」という、目に
は見えない「みち」のイメージを、天橋立の聖地、元伊勢籠神社参道に、
世界で活躍するメディア・アーティスト、梅田宏明とNONOTAKが
「光のみち」・「光の海」を現出させた。また、境内の神門から参道を
舞台に、展示インスタレーション作品を用いた、NONOTAKによるラ
イブパフォーマンスとmoshimossによる叙情的で追憶にふけるような
サウンドスケープにて、次 と々折り重なる深淵のアンビエンスを拡げた。

日時＝ 2019年9月13日［金］－1 1月4日［月・祝］  18 : 00－21 : 00  

 金・土・日･祝日のみ公開〈 10月21日［月］は臨時公開〉 

【作品展示】

9月13日［金］－10月14日［月・祝］
《 i n t e r s e c t i o n》
梅田 宏明｜ビジュアル・アーティスト / 振付家 / ダンサー

9月27日［金］－1 1月4日［月・祝］
《L E A P 2》

N O N O T A K｜メディアアートユニット

【ライブパフォーマンス】

9月28日［土］ 1 7 : 30－20 : 00（開場 17 :00）

《朧月夜  O b o r o z u k i y o》  

N O N O T A K｜メディアアートユニット
m o s h i m o s s｜音楽家
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梅田  宏明
Hiroaki UMEDA

《 i n t e r s e c t i o n》

元伊勢 籠神社 Motoise Kono Shrine

「線」を基調とした様々な動きと早さ、
パターンの光をプロジェクターで参道に投影し、
「光のみち」を現出させる。

2019年
映像インスタレーション作品
作品展示協力＝株式会社シーマ
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N O N O TA K
ノノタック

2019年
光と音によるインスタレーション

《L E A P 2》

作品展示協力＝

ライティングルーツファクトリー株式会社 / 

リバーフューズ合同会社 / n i g h t c r u i s i n g

元伊勢 籠神社 Motoise Kono Shrine

等間隔に配列したL E Dパネルの光が
様々なパターンと動きで発光し、連動する音とともに
「光の海」を現出させる。
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元伊勢 籠神社 Motoise Kono Shrine

ライブパフォーマンス

N O N O TA K
ノノタック

m o s h i m o s s
モシモス

朧月夜
Oborozukiyo
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天橋立を渡った先にある元伊勢 籠神社。明るいう
ちに見た神社とは別の空間に、３人のアーティスト
が変容させていた。

梅田宏明は、参道から手水舎にかけての地面に、
無数でスピード感あふれる白い線で「光の道」をつくっ
た。ここは神社に行く誰もが通る道なので、あえて
道筋をつける必要はない。しかし多くの観客が、水
が一気にあふれ出したような動きがある光の道に、
引き付けられるように近付いていく。スピードがとて
も速いこの光とともに歩こうと試みたり、白い光の上
でステップを踏んで、楽しそうな声を上げる。彼ら
ひとりひとりが、この道の上でパフォーマンスをして
いるように見えた。

鳥居をくぐると、普段は狛犬がおり、砂利が敷き詰
められている場所、と思い出せないほど、その空間
は変化していた。砂利の上に置かれた正方形の
箱状の装置から、紫や青が混ざった白っぽい色が
あふれて出ている。これはNONOTAKによるイ
ンスタレーション作品。参道をはさんで両脇に、こ
の装置は左側に25個、右側に25個置かれた。す
べてが明るくなったり、列ごとに点滅したりと、リズミ
カルに光を発する「光の海」が広がっていた。

そして９月28日、ライブパフォーマンスが行われた。
門の前には大きなスクリーンが置かれた。鳥居を
境にして、観客は神社の敷地の中を見る。真っ暗
になった神社で、ほら貝のような音とともに、門や社
務所の前が全体的に明るくなったり、暗くなったりし
始めた。NONOTAKのパフォーマンスが始まっ
たのだった。チッチッチッという音とともに、門の前に
あるライトが着いたり消えたりする。そして雷の稲妻
のような光が飛び交ったり、声のようなサウンドが響
き渡る。やがて砂利に置かれた正方形の装置たち

と連動し、神社とは感じさせない近未来な感覚に
私たちは陥る。ノイズ音と連動して、門のスクリーン
には映像も映し出された。それ自体が照明である
かのような強い光量で、円や線など描いた。

観客は神社の敷地内へと誘導された。まもなくこの
薄暗い場所に、多層でアンビエントなサウンドが響
き渡る。私たちが立っている場所から、数段の階
段を上がった門の前には、moshimossが座ってい
た。moshimossはバイオリンの弓のようなもので、
手にしたギターを弾いていたりつまびいていたり（し
たように見えた）。しかし私の耳に届くのは弦楽器
からの音ではなく、尺八やフルートのような管楽器
の音を混ぜて重ねたような音色。それはノイズとい
うにはきれいで、決して不協和音ではない、ときど
き音階が上がって行くような、という不思議なサウ
ンドだった。月明かりやmoshimoss が座っている
周辺の間接照明、NONOTAKの作品以外は、
隣の観客の顔も見えないほどの暗闇だった。ただ、
moshimossの奏でる音のおかげで、ここは神社と
いう静謐な空間であることを再認識することができた。

夜の神社は、いつもなら門が閉じられているだろう。
そして夜の神社は、怪談のようなイメージも私たち
は持っている。だが、このイベントは、決して夜の神
社はこわいという気持ちにはならず、むしろ神社の
別の一面を見たような感覚を受け取った。イベント
なので、毎日のことではない。たまたま立ち会えた
偶然であるが、神社という空間は、インスタレーショ
ン作品と調和し、サウンドとのハーモニーがあるの
だと知った。そしてここに集まる人たちが、手を合わ
せるだけではない感覚で、この神社に来ることがで
きたのも貴重だと思う。まさに「もうひとつの京都」
だと感じた夜だった。

神社が見せるもうひとつの顔

文：藤田千彩

Jinja (shrine) shows another face

Written By Chisai Fujita

元伊勢 籠神社 Motoise Kono Shrine

Located across from Amanohashidate is Motoise 
Kono Shrine. I enjoyed a bright daytime here, but 
at night, three artists have changed the shrine into 
quite a different space.

The artist Hiroaki Umeda has created “intersection,” 
where myriad speedy white lines animate the ground 
from the sandō (the path to the shrine) to the chozu-
sha (the place where one washes their hands before 
entering a shrine). Though one might not normally 
dare to step on the lines of Umeda’s artwork, they 
appear upon the path that everyone must take to the 
shrine. Shrine-goers seem to be attracted to this light, 
which looks as if water is flowing all over, all at once. 
Playfully, people take their steps on the white light 
with a pleasant voice, performing, sometimes trying 
in vain to match the fast pace of light with their steps.

Continuing further inward and passing the torii (shrine 
gate), the area has been transformed so fully, that one 
forgets about the komainu (lion-dogs that guard the 
shrine) and the jari (shrine sacred sand) here. Indeed, 
covering the jari are many flat, box-shaped devices 
that glow with a soft-periwinkle light. This is an 
installation by NONOTAK, consisting of twenty-
five boxes flanking each side of the sandō. Standing 
on the sandō, it feels like “an illuminated sea of light”.

On 28 September there is a big screen in front of 
the torii, and a live performance takes place. I watch 
from outside of the torii, as a horagai (conch shell) 
sounds, and darkness turns bright as light flashes 
upon the shrine office like lightning, fluttering and 
wrapping around the spaces. With the intense flash-
ing, come sounds like echoes of human voices; the 
NONOTAK performance has begun.

Soon, sound and visuals interlock with light from 
the box-shaped devices. We feel a sense of the future, 

as if we are in the 22nd century, and this is no longer a 
shrine ground. With the sound and noise, we can see 
video projected on the screen adjacent to the torii, 
with more strong pulses like lightning, and circles  
and lines being drawn.

Audiences are then moved inside the shrine, and in 
this now-dim space we feel multi-layered ambient 
sounds reverberating. The artist moshimoss sits 
down on the stage. Moshimoss holds a guitar, and 
from my viewpoint it seems he plays with a vio-
lin bow and his fingers. Yet it does not sound as a 
stringed instrument. Instead, there are layers of 
mixed sound from wind instruments, like flute or 
shakuhachi (a special Japanese flute). This music is 
not noise music, not dissonant, but lyrical, some-
times flowing up a musical scale. I feel a mysterious 
energy. Without  moonlight, and only indirect light-
ing around moshimoss and the installation work of 
NONOTAK, it was so dark that I could not make 
out the faces of those around me. With the sound 
of moshimoss’ performance, I feel we are brought 
back to know the shrine as a sacred space once again.

At night, the shrine is usually closed, and we imagine 
this space as a setting for a ghost story. In this event 
however, there is no feeling that the shrine is a 
scary place. Instead we simply see that the shrine 
has another face. This event does not open every day 
and I only met it by chance. After the experience, 
I feel that the shrine spaces can be harmonized 
with installation artwork and sound work, and that 
people can come together here not only to pray, but 
to feel this different harmony. Such experiences are 
precious and important, and this exactly what I think 
“alternative Kyoto” is about.
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成相寺－智恩寺
Nariai j i – Chionj i

《JIKU ♯003 AMANOHASHIDATE》

作品シリーズ《 J I K U》は場所に隠された軸を探る
プロジェクトで、光や音でその軸線を表現するサイ
トスペシフィックな作品である。両側に存在する成
相寺と智恩寺を結ぶことで、天橋立の起源を光の
作品で表現した。天橋立には天沼矛で潮をかき混
ぜ天浮橋ができたという天地に存在するイザナギ
とイザナミの神話や、御伽草子の梵天国に書され
た中納言と姫君の話などいくつかの言い伝えがある。
天と地、成相寺と智恩寺の2つの物語を表現すべく、
光での会話とそれぞれ２つの関係を表現した。

成相寺－智恩寺 Nariai j i – Chionj i

齋藤  精一
S ei ichi S A I TO

日時＝ 2019年 1 1月9日［土］－1 1月10日［日］  
 1 7 : 20－21 : 00  

会場＝ 天橋立－成相寺
演出＝ 齋藤精一
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最初に「JIKU」のフライヤーを見たとき、これは
どういった作品だろう、と私は想像できなかった。
イベント当日、ケーブルカーやバスを乗り継いで
成相寺に着き、山頂までの階段を上がっている
と、暗闇の中で女と男の会話が聞こえて来た。

女 あなたは本当に美しい。
男 あなたも本当に美しい。

山頂に着くやいなや、私はつい「あ！」と声を出して
しまった。太くて強い光がまっすぐ、対岸の智恩寺
付近に向かって投射されていた、あのフライヤーの
通りに。おそらく神様は、この大きな光源のように、
近づきがたく畏れのあるものに違いない。

男 ああ私の愛しい妻よ。あなたと私でつくろうとし
た国は、まだまだ出来上がっていません。どうか私
の元へ帰って来てください。

この二人が神様なのか人なのかは知らないが、
リアルにしゃべっているみたいに、男の言葉に合
わせて青白い光は明滅する。山の高さや海があ

ることも乗り越えて、二人は会話を交わしている。

女 残念ながらもう遅いのです。あなたが早くいらっ
しゃらないので、私は黄泉の国の食べ物を口にして
しまいました。ですから、あなたの元へは帰れません。

女の悲しい言葉は、山頂から見下ろせる対岸から
光とともに伝わって来る。と言うことは、対岸に行け
ば女に会える。私は急いで山から下り、バスとケー
ブルカー、さらに船に乗って向かった。これから成
相寺に向かうとても多くの人たちが、列をなしていた。

空を見上げながら、光を追うと、智恩寺の駐車場に
たどり着いた。さっきいた山頂から力強く照らしてい
た光が、この地上からだとはっきり見えなかった。ど
うやら山頂と地上という地理的条件だけでなく、天
気、気温、湿度、空気に含まれるガスなど、いろいろ
な条件がそろうことで、お互いの光が呼応するよう
に見えるらしい。男と女のせつない関係は、古代も
いまの時代も同じである、と私は痛感した夜だった。

光と会話の
せつないラブストーリー

文：藤田千彩

A fragile love story, 

told by light and conversation

Th ough the fl yer for “JIKU” reveals that this artwork 
relates to Japanese mythology, it gives little impres-
sion what the artwork might be like. With many 
questions in my mind on the event day, I arrive at 
Nariai-ji Temple by cable car and bus. Walking up 
the steps of the mountain, a conversation between a 
female and male voice is heard:

Female: You are really beautiful.
Male: You are also really beautiful. 

Reaching the top of the mountain, I shout to myself, 
“Ah!” A thick and strong light shines clear across 
the bay from here, out to the distant shore where 
Chion-ji Temple is located. Th is light shines with 
such brilliance and magnifi cence, that for a moment I 
think it could just be the mythical gods themselves.

Male:  Ah, my sweet wife. You and I want to make the country. 
However we can’t accomplish it yet. Please come back to me.

At this point, with the bright light fl ickering in sync 
with the words of a male voice, I wonder if the voice 
is that of a god or a human. It’s as if the light itself is 
speaking, as it shines across the vast space between 
Chion-ji Temple and Nariai-ji Temple. Overcoming 
the height of mountain and distance of the sea between 
them, the male and female are having a conversation.

Female: It is a pity because it is too late. Because you 
couldn’t come earlier, I ate food that comes from ‘yomi 
no kuni’ (the realm of the dead). Now I can no longer go 
back to your world.

Th e sorrowful words of the female voice appear to be 
shining up to our spot on the 569-meter-high moun-
tain, coming from the far away shore below where 
Chion-ji Temple is located. To meet the female char-
acter then, we must go to the opposite shore. I hurry 
down from the mountain, catch a bus and cable car, 
and then a ship, and see many people lined up to join 
in this journey.

Looking to the sky, I chase the light, and fi nally 
arrive at the parking lot of Chion-ji Temple. When 
I was in the mountain, I could clearly see a brilliant 
light of the female voice shining from here. When 
I arrive however, the light is nowhere to be found. 
Apparently, the forces of geography and weather, 
temperature, humidity, and air density, all play a role 
in this installation. Th e conversation between these 
two places and characters can only happen when the 
conditions are right. I realize on this night, that the 
fragile relationship between male and female in the 
era of mythology, is the same today, as it was then.

Written By Chisai Fujita
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梅田 宏明｜Hiroaki UMEDA
ビジュアル・アーティスト / 振付家 / ダンサー

2002年より自身の振付作品がパリ・シャイヨー国立劇場など世
界各地に招聘され、これまでの公演先は世界40ヵ国／150都
市以上に上る。作品では振付、ダンスだけでなくサウンド・映像・
照明デザインも手がけ、テクノロジーアートや音楽の分野などで
も多く上演されている。身体的感覚にフォーカスしたインスタレー
ションも制作しており、映像作品は2018年、21_21 DESIGH 

SIGHTの「AUDIO ARCHITECTURE展」で展示され
たほか、ダンス作品を元に制作されたドーム型映像作品はドイ
ツのFul ldome Fest iva l受賞、その他世界のフェスティバルで
上映されている。
hiroakiumeda.com

長町 志穂 ｜ Shiho NAGAMACHI
ライティングデザイナー
株式会社L E M空間工房 代表取締役

京都工芸繊維大学卒業、京都造形芸術大学客員教授、大阪
大学大学院非常勤講師。公共空間の夜間景観デザイン、建築・
ランドスケープの照明計画、あかりを核とする観光まちづくり、光
のパブリックアート、照明ブランドのプロデュースなどモノからコト
まで様 な々プロジェクトを実践。近作「神戸市メリケンパーク」「水
木しげるロード」「草津川跡地公園」「堂島大橋ライトアップ」「幣
舞橋ライトアップ」「長門湯本温泉観光まちづくり」「INAKAイ
ルミおおなん」他

NONOTAK｜ノノタック
メディアアートユニット

イラストレーターの Noemi Schipferと建築家ミュージシャンの 

Takami Nakamotoによるアートユニット。2011年パリで結成。
幾何学的な光に音楽をシンクロさせ、没入感のある夢のような
環境を生み出す作品を次 に々発表し、結成後すぐにメディアアー
ト界の新星として世界中から注目を集める。2015年、TATE 

BRITAINで作品を発表。日本では、六本木アートナイト2014 

での展示やMUTEK.JPへの出演、2017年、世界遺産「清水寺」
にて奉納演奏を行った他、ニュイ・ブランシュKYOTO 2018 で
は京都国立近代美術館でインスタレーションとライブパフォーマ
ンスを行った。また、作品は、インターナショナルなブランドプロモー
ションに活用される機会も多く、現在、世界で最も勢いのあるメディ
アアートユニットである。
www.nonotak.com

moshimoss｜モシモス
音楽家

Kosuke Anamizu名義でドイツの Traum Schal lp lattenや
mule electronicからミニマルハウス・ダブ等の作品をリリース後、
moshimoss名義をスタート。米のdynamophone records、
nothings66からアルバムをリリース。L.E.D. feat . 原田郁子の
「I ’ l l」のRemix EP 、matryoshkaのRemix Albumに 参 加
する等リミックスワークも多数手がける。2012年には moshimoss 

として Fuj i rock Fest iva l ’12 への出演。その後、米のn5mdよ
りPreghost名義で「Ghost Story」をリリース。2016年には、
Shewasasea名義で独のTraum Schal lplattenからのリリース
をきっかけにダンスミュージック制作を新たにスタートした。
kosukeanamizu.com

齋藤 精一｜Seiichi SAITO
ライゾマティクス・アーキテクチャー ディレクター

1975年神奈川生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学
科 (MSAAD）で学び、2000年からNYで活動を開始。その
後Arnel lGroupにてクリエイティブ職に携わり、2003年の越
後妻有トリエンナーレでアーティストに選出されたのをきっかけ
に帰国。その後フリーランスのクリエイターとして活躍後、2006
年株式会社ライゾマティクス設立、2016年よりRhizomatiks 

Architectureを主宰。建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・
コマーシャルの領域で立体・インタラクティブの作品を多数作り
続けている。2015年ミラノエキスポ日本館シアターコンテンツディ
レクター。現在、2018 -19年グッドデザイン賞審査委員副委員長、
2020年ドバイ万博クリエイティブアドバイザー。

原 摩利彦｜Marihiko HARA
音楽家

京都大学教育学部卒業。同大学大学院教育学研究科修士
課程中退。音風景から立ち上がる質感／静謐を軸に、ピアノを
使用したポスト・クラシカルから音響的なサウンド・スケープま
で、舞台・ファインアート・映画など、さまざまな媒体形式で制作
活動を行なっている。ソロ・アーティストとして、《Landscape in 

Portra i t》（2017）などのアルバムを全世界でリリースし、ポスト
クラシカル音楽における位置を確立。国際的第一線アーティス
トからのコラボレーション・プロジェクトも精力的に行なっている。

プロフィール

【天橋立公園内】
日時＝2019年 7月13日［土］ – 9月30日［月］  19 : 00 – 22 : 30
音楽＝原摩利彦
照明＝長町志穂

【元伊勢 籠神社】
日時＝2019年9月13日［金］－1 1月4日［月・祝］  18 : 00－21 : 00
※金・土・日･祝日のみ公開〈 10月21日［月］は臨時公開〉 

《 i n t e r s e c t i o n》  

日時＝2019年9月13日［金］－10月14日［月・祝］
作家＝梅田 宏明｜ビジュアル・アーティスト / 振付家 / ダンサー

《L E A P 2》  

日時＝2019年9月27日［金］－1 1月4日［月・祝］
作家＝N O N O T A K｜メディアアートユニット

ライブパフォーマンス「朧月夜  O b o r o z u k i y o」
日時＝2019年9月28日［土］ 1 7 : 30－20 : 00（開場 17 :00）

作家＝N O N O T A K｜メディアアートユニット / m o s h i m o s s｜音楽家

【天橋立廻旋橋】 

《K a i s e n - k y o , L i g h t M o t i o n》
 日時＝2019年9月13日［金］－1 1月4日［月・祝］18 :00－21 :00 

作家＝g r o o v i s i o n s（グルーヴィジョンズ）

【天橋立－成相寺】
《 J I K U ♯003 A M A N O H A S H I D A T E》
日時＝2019年 1 1月9日［土］－1 1月10日［日］  1 7 : 20－21 : 00
作家＝齋藤 精一｜ライゾマティクス・アーキテクチャー ディレクター

開催概要

日本博京都府域展開アート・プロジェクト | もうひとつの京都　
光のアトリエ（京都府北部展開事業）| メディアアート・フェスティバル 

太古から未来へと続くみち

Japan Cult ural Expo in Kyoto Prefect ure A rt Project

A lternative KYOTO

The way goes from ancient to the f ut ure

A rtspace of the Light 

主催＝「海の京都」天橋立地区協議会 / 京都府
平成31年度日本博を契機とする
文化資源コンテンツ創成事業
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編　集 京都府文化スポーツ部文化芸術課
翻　訳 藤田千彩 / アートプラス株式会社
デザイン 加瀬部敏志
写　真 株式会社コンセプトデザインラボ
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発行日 2020年3月31日

謝辞

本プロジェクト実施にあたり、ご協力を賜りました。
下記の方 に々心より御礼申し上げます。
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□ 宮津商工会議所
□ 丹後海陸交通株式会社
□ W I L L E R T R A I N S 株式会社
□ 宮津市
□ 天橋山 智恩寺
□ 元伊勢籠神社
□ 成相山 成相寺
□ 京都府立丹後郷土資料館
□ 宮津市立府中小学校
□ 観光センター天橋立松吟
□ ソラ・ハーツ・コーポレーション
□ 株式会社シーマ
□ ライティングルーツファクトリー株式会社
□ リバーフューズ合同会社（n i g h t c r u i s i n g）

□ （有）ビジュアル アンド エコー・ジャパン
□ S k y V i s i o n P r o T V

□ 近江多賀座
□ ウシオライティング株式会社
※ 順不同
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