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令和３年度メディア芸術クリエイター育成支援事業  
キュレーター等海外派遣プログラム  
募集要項 

 

 

文化庁では、「メディア芸術クリエイター育成支援事業」の一環として、「キュレーター等海外

派遣プログラム」を実施します。本プログラムを通じて、メディア芸術をサイエンス、教育、

ビジネス等の領域にもまたがって思考し、既存の概念にとらわれず、新しい文化や新しい枠組

みを作り出せる次世代のキュレーターや文化プロデューサーとして幅広く活躍する人材の育

成を目指します。  

 

令和 3年度は、アルスエレクトロニカ（オーストリア・リンツ市）のビジョン・哲学・実践を

学べる実地研修プログラムを実施します。世界最大のメディアアートフェスティバルである

「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」の運営のほか、教育、研究、コンペティション等、

アルスエレクトロニカにおいて行われている幅広い領域の業務を体験することで、知識やスキ

ルを学ぶことができます。 

 

※アルスエレクトロニカ 

1979 年創設。オーストリアのリンツ市を拠点として、40 年にわたり「先端テクノロジーがも

たらす新しい創造性と社会の未来像」を提案し続ける、世界的なクリエイティブ機関。アート、

テクノロジー、社会をつなぐ出会いの場を創造し、横断的「未来」を提案。毎年開催されるメ

ディアアートに関する国際的なイベント「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」は、世界

最大級の芸術・先端技術・文化の祭典として知られている。また、美術館・博物館としての機

能を持つ「アルスエレクトロニカ・センター」を 1996 年から運営しているほか、制作のため

のアトリエや、芸術や技術の未来を研究する「フューチャーラボ」を設置。1987年からは「プ

リ・アルスエレクトロニカ」を主催し、メディアアートに革新をもたらした者を表彰している。 

https://ars.electronica.art/news/en/ 

 

主催: 文化庁 
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【募集概要】  

アルスエレクトロニカ （オーストリア・リンツ市）での約半年間の研修プログラムに参加す

る、メディア芸術の活動・研究に携わった経験があり、キュレーションやプロデュースの職域

に関心のある人を募集します。  

 

 

【応募者の条件】下記のすべてを満たすこと。（令和 2年 12月現在）  

1.メディア芸術の活動・研究に携わった経験のあるキュレーター、プロデューサー、アーティ

スト等。※学生の応募も可能  

2. 日本国籍又は日本の永住資格を有すること。  

3. 外国での研修に堪えうる語学力（英語）を有すること。  

 

 

【派遣期間】 

令和 3年 5月上旬～10月 （予定） 

 

 

【採択者数】  

１名  

 

 

【費用】  

採択者には、派遣にかかる下記の費用を支給します。詳細については個別に協議の上、決定い

たします。  

 

1. 渡航往復の航空賃（エコノミークラスの実費）  

※燃油サーチャージ及び空港使用料、その他費用は支給されません。 

 

２. 支度料 25,000円（出国時に１回のみ支払）  

※ 研修国にすでに居住（研修開始前に一時的に帰国している場合も同様）している場合は、

支度料は支給されません。 

  

3. 滞在費（日当及び宿泊料）(1日当たりの金額) 

出発日～31日目まで: 12,700円（日当 3,100円 宿泊料 9,600円）  

32日目～61日目:  11,430円（日当 2,790円 宿泊料 8,640円） 

62日目～ : 10,160円（日当 2,480円 宿泊料 7,680円） 

 

・ 滞在費は研修地の所在地を根拠として計算した額を支給します。 

・ 滞在費の支給後に日程変更等で研修期間を短縮した場合、該当短縮期間に係る支給済みの
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滞在費は返納していただきます。 

・ 滞在費の支給対象期間は、原則「研修開始日」(日本出国日)から「研修終了日」(日本到着

日)までの期間になります。但し、出国日から実際の研修開始日までの期間、又は実際の研

修終了日から帰国日までの日数や状況によっては、当該期間の滞在費の一部は支給できな

い場合があります。現地滞在者の場合は、「現地研修開始日」から「現地研修終了日」まで

の期間となります。 

・ 研修国と居住国の移動に際し、機中泊が発生する場合、該当日は出発地の日当のみの支給

となります。 

・ 日本帰着日は、日当 2,200円のみを支給します。 

 

 

【選考スケジュール】 

令和 2年 12月中旬：公募開始  

令和 3年 1月中旬：一次審査（選考委員による書類選考） 

※一次審査通過者のみ、1月 22日（金）を目途に結果を連絡 

1月下旬：1/26（火）二次審査（選考委員による面接／日本語） 

        ※一次審査通過者のみ実施 

 ※オンラインまたは都内で実施予定 

※二次審査通過者のみ、1月 27日（水）を目途に結果を連絡 

     1/29（金）最終審査 

             （アルスエレクトロニカ・ディレクターとの面接／英語）  

        ※二次審査通過者のみ実施 

※オンラインまたは都内で実施予定 

  2月上旬：採択者最終決定   

  5月～10月：アルスエレクトロニカにおける研修 

 

 

【プログラム内容】 

アルスエレクトロニカの 4つの部門における業務を幅広く体験する研修プログラムです。 

2つの施設（アルスエレクトロニカ・センター、 フューチャーラボ）で学ぶほか、コンペティ

ション（プリ・アルスエレクトロニカ）や、9月に開催されるフェスティバルの運営に携わる

と共に、自ら小規模なプログラムを企画・実施する機会を持つことができます。 

スケジュール案 

時期 概要 

5月 「プリ・アルスエレクトロニカ」に関する研修 

6月 「アルスエレクトロニカ・センター」での研修 

7月 「アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ」での研修 

8月～10月 「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」に関する研修 
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プリ・アルスエレクトロニカ（1987 年より続くメディアアートのコンペティション。世界中

から毎年、芸術的・技術的・社会的探究プロジェクトが集まり、選出され、表彰される）： 

30 年以上の歴史やネットワークを活用し、最先端のアートの役割を学ぶことができる。国際

的なコンペティションにおいて各カテゴリーの優れた作品に触れ、どのような点が高く評価さ

れたのか、また作品の持つキーワードや扱われているテクノロジー等から、どのような社会問

題をあぶりだしているのかを議論しながら、理解を深めていく。同時に、コンペティションに

関わる実際の業務フローを学ぶ。 

 

アルスエレクトロニカ・センター（1996年より続く「未来の美術館・未来の学校」。市民や学

校への教育面での役割も担っている）： 

未来の美術館・未来の学校として、また、地域のクリエイティブな教育ハブであり、アートと

地域を繋いでいくセンターとしての役割を学ぶ。過去の事例や教育プログラム、担当者との交

流を通して、アートの力をサイエンス、教育、ビジネス等の領域にもまたがって思考し、新し

い文化、新しい枠組みを作り出せる、次世代を担うキュレーターや文化プロデューサーに必要

な教育プログラムを学ぶ。 

 

アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ（1996 年にセンターと同時に設立された、未来を

思考するラボ・アトリエ。文化機関だけでなく企業とのプロジェクトも多数行っている）： 

イノベーションや具体的なプロトタイプを通して、新しい社会と対話していくための研究活動

や最新事例を学ぶ。アートを社会に還元し、イノベーションに役立たせるためのレクチャー及

び議論を専門家と実施。講義やワークショップ通じて、未来を創造するアイディア創出の方法

を学び、プロジェクトを実際に現場で体験する。 

 

アルスエレクトロニカ・フェスティバル（1979 年より始まった「アート・テクノロジー・社

会」を哲学としたフェスティバル。国際的なコラボレーションだけでなく街への介入と市民参

加型の運営もフェスティバルの特徴である）： 

フェスティバルという枠組みを使って、上記の 3 つの部門で体験したことから自分なりに考

えて応用したプロジェクトを展開し、フィードバックを得る。フェスティバルの企画から運営

を実際に体験し、自身でも小規模なプロジェクトを立ちあげ、アルスエレクトロニカ側のメン

ターと共に遂行する。 
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【成果報告】 

アルスエレクトロニカで学んだことや実践したプロジェクトについて、成果報告のプレゼンテ

ーション資料をまとめ、提出すること。なお、2022年度に開催予定の第 25回文化庁メディア

芸術祭において、成果報告の機会を設ける予定です。 

 

 

【報告書について】   

研修期間中は、定期的に研修状況報告書を、研修終了後は、研修結果報告書を事務局に提出し

てください。提出された報告書は、文化庁や本制度の公式ウェブサイト等を通じて公開する予

定です。そのため、ウェブサイト等での公表に係る報告書の著作権の使用についてあらかじめ

ご了承ください。なお、報告書の提出がない場合は、研修の事実が確認できないため、採択者

の決定を取り消し、滞在費の返還を求める場合があります。 

 

 

【注意事項】 

新型コロナウイルス感染症の流行状況によって、渡航前、渡航後に関わらず、派遣プログラム

の内容や期間を変更、または中止する場合があります。状況は非常に流動的ですので、ご自身

でも最新の状況をチェックしてください。  

状況により、やむなく日本から現地へ渡航できない場合（※）、その状況が解除され渡航でき

るようになるまで、オンライン・ミーティングによるプログラム実習を予定しています。また、

派遣後に現地でロックダウン等が実施された場合、現地の基準に従った上でオンライン・ミー

ティングによるプログラム実習を予定していますが、渡航前、渡航後に関わらず、現地の状況

により変更、または中止する場合があります。 

※日本から現地へ渡航できない場合、日本での研修期間中の滞在費（日当及び宿泊料）その他

派遣にかかる費用の支給はありません。 

 

 

【応募方法】  

以下のメールアドレスに必要書類を添付し送付してください。  

応募メールアドレス：curator@vipo.or.jp  

※件名は必ず、「キュレーター等海外派遣応募書類／（氏名）」としてください。 

提出期限：令和 3年 1 月 8日（金）正午 

 

 

【提出書類】  

以下の点に留意し、①から③を必ず提出してください。 

※応募資料①③（該当する場合は④も）は全て PDFに変換してください。変換時に文字の見

切れ等がないよう注意してください。 

※応募はメールのみで受け付けます。応募書類①③（該当する場合は④）をメールに添付し、 
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期日までに上記応募メールアドレスに送付してください。添付ファイルの容量は、合計で 

50MB未満としてください。 

 

① エントリーフォーム （志望動機：なぜアルスエレクトロニカで研修したいか、アルスエレ

クトロニカで学びたいことを含む）  

既定のフォームに記入し、必ず PDFに変換して送付すること。 

 

② 自己 PR動画（3分以内） 

エントリーフォームの内容（自己紹介・志望動機）について、英語でプレゼンテーション

を行う様子を動画で撮影し、提出すること。プレゼンテーションの内容が判断できる映像・

音声であれば十分であり、編集等の必要はありません（スマートフォンでの撮影も可）。 

動画投稿・共有サイト、もしくは自身のウェブサイト等を利用して、インターネット上に

アップロードし、①のエントリーフォームにリンク先を明記すること（アップロード先の

例: YouTube、 Vimeo など)。リンク切れ等があった場合、事務局からの連絡は行わない

ため、審査が完了する 2月上旬までは必ずアクセスできる状態にしておくこと。 

なお、インターネット上にアップロードすることを推奨しますが、対応できない場合はフ

ァイル転送サービスを利用して送付すること。その場合はファイル保持期限が令和 3 年 1

月 10日以前に切れないよう留意すること。 

 

③ ポートフォリオ （形式自由 これまでの活動や制作した作品が分かる資料） 

  A4 タテ、背景白、最大 5枚以内で作成し、必ず PDFに変換して送付すること。 

映像資料の提出も認めますが、5 分以内の映像とし、動画投稿・共有サイト、もしくは自

身のウェブサイト等を利用して、インターネット上にアップロードし、リンク先を明記す

ること（アップロード先の例: YouTube、 Vimeo など)。リンク切れ等があった場合、事

務局からの連絡は行わないため、審査が完了する 2 月上旬までは必ずアクセスできる状態

にしておくこと。 

 

④ 推薦状（任意提出） 

書式は問いませんが、以下の記載があるものを提出すること。 

１）推薦者署名（自筆）（役職・専門等を明記すること） 

２）日付 

３）応募者との関係 

４）推薦理由 

 

＜応募資料の提出に関する問合せ先＞ 

特定非営利活動法人 映像産業振興機構（VIPO）  

映像事業部「キュレーター等海外派遣事業」事務局（担当：長澤・田中）  

メールアドレス：curator@vipo.or.jp  

（土日祝日、及び 2020年 12月 26日～2021年 1月 3日は休業となります） 
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【個人情報の取り扱い】  

応募書類を提出する前に必ず下記の内容をご確認ください。 

 

＜本プログラムにおける個人情報の取扱いについて＞ 

 

1.個人情報保護管理責任者の氏名又は職名、所属及び連絡先 

キュレーター等海外派遣事業事務局（特定非営利活動法人映像産業振興機構 以下、事務

局）は、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、個人情報を適切かつ安全に管理し、

個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。 

特定非営利活動法人映像産業振興機構 

総務部部長 山﨑 尚樹 

〒104-0045東京都中央区築地 4-1-1 東劇ビル 2F 

Tel: 03-3543-7531 

 

2.個人情報の利用目的 

提供される個人情報は、次に記された目的（業務）のために事務局の正当な事業範囲内で

利用いたします。 

①キュレーター等海外派遣プログラムにおける事務局運営 

②文化庁への提出資料作成 

個人情報の提供はご本人の任意で行うことができますが、必要な個人情報の一部または全

部を提供されなかった場合は上記に記された目的（業務）に付随するサービスを提供でき

ない場合があります。 

 

3.個人情報の第三者提供 

提供された個人情報はあらかじめ同意をいただいている場合を除き、第三者への提供は

いたしません。但し、次の場合はその限りではありません。 

・国もしくは地方公共団体等の機関から適法に要求された場合、及び法令に基づく場合。 

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。 

 

4.個人情報の委託 

事務局では上記「2.個人情報の利用目的」に記された目的を達成するために、業務の一部

を委託する場合があります。この場合、個人情報を適切に取り扱っている委託先を選定し、

個人情報の適正管理や機密の保持に関して契約等を締結し適切な管理を実施します。 

 

5.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得 

事務局では、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。 

 

6.個人情報の利用停止、開示、訂正・削除等の応諾 

事務局では、ご本人からの求めにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、訂
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正・削除及び利用・提供の停止に応諾しております。その際はご本人様を確認し、合理的

な期間内に対応します。 

 

なお、個人情報に関する問合せ先は次の通りです。 

特定非営利活動法人映像産業振興機構 

映像事業部「キュレーター等海外派遣事業」事務局  

担当：長澤・田中 

〒104-0045東京都中央区築地 4-1-1 東劇ビル 2F 

Tel: 03-3543-7531 

 

 

【応募に関する注意事項】  

 

・提出資料について 

提出資料の返却および受領の連絡はしませんのでご了承ください。 

 

・審査に関する問い合わせについて 

審査の経過および審査結果に関する問合せはお受けできません。  

 

・他の公募事業との併願について 

他の機関が実施する留学制度に応募することは差し支えありませんが、渡航費、滞在費、支

度料を重複して受給することはできません。他の制度と併願する場合、エントリーフォーム

の所定の欄にその内容を記入してください。また、本制度の応募後に、新たに他の留学制度

に応募した場合は、すみやかに事務局まで連絡してください。 

例： 

〇他機関の助成・奨学金が渡航費、滞在費の場合は、本制度の助成を受けることはできま

せん。 

〇他機関の助成・奨学金が作品製作費等であり、本制度の給付対象とは異なる場合は、本

制度の助成を受けることができます（確認のための書類提出要）。 

〇他機関の助成・奨学金が使途を限定していない場合は、原則、本制度の助成を受けるこ

とはできません。 

 

・採択者の公表について  

採択者の決定後、氏名、専門分野等の情報を文化庁のウェブサイト等を通じて公表します。

また、採択者の保護(邦人保護)の観点から、上記の情報と研修地における連絡先を、研修国

の在外公館へ提供します。 

 

・研修中の労働について  

採択者は研修制度が国民の貴重な税金を原資とすることに留意し、研修期間中は研修に専念
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する義務があります。 研修期間中は、仕事に就き、労働の対価として給与、報酬を得ること

はできません。有償となることを前提で活動したり、執筆等引き受けたりすることは認めら

れません。現在就業中で研修期間中も在籍する場合は、海外に滞在し研修に専念できるよう、

所属団体と調整してください（必要に応じ、調整状況を審査の際に確認する場合があります）。 

 

・一時帰国について  

研修期間中は、研修に専念する義務があるため、原則として一時帰国は認められません。無

断で帰国した場合には、採択者の決定を取り消すことがあります（滞在費等の返還を含む）。 

  

＜一時帰国を特別に認める場合＞  

①採択者自身が研修を継続出来ない程の健康上の理由、家族の冠婚葬祭等 

②採択者の研修内容に深く関連し、採択者本人のキャリアアップにつながるような展覧会等

に参加する場合であって、文化庁が承認した場合（自らが企画・出展する個展などを理由

とする一時帰国は認められません） 

③その他、滞在を継続するために一時帰国をせざるを得ないと認められる場合 

 

（注意点）  

〇①②③いずれの場合でも、必ず余裕をもって事前に事務局へ連絡してください。 一時

帰国の必要性を踏まえ、承認の可否を判断します。  

〇一時帰国に係る往復の航空賃は自己負担になります。また、その期間に係る滞在費は支

給対象外となるため、返納していただきます。 

 

・研修中の安全確保・安否確認について  

近年、国内外において大規模の事故や災害が発生しております。採択者の安全を確保するた

め、出国前に、必ず外務省の「たびレジ」に登録してください。  

 

・その他  

正当な理由なく決められたプログラムに参加しない場合や、現地指導員および事務局の指示

に従わない場合等は、採択者の決定を取り消すことがあります。 

 

 

【FAQ（よくある質問）】 

Q1: 滞在費、支度料はいつ振り込まれますか。 

A: 日本出国日の前に採択者指定の口座に振り込みます。 

 

Q2: 保険は自分で入る必要がありますか？ 

A: 現地での医療費（治療・救援費用）、航空機遅延費用・携行品損害費用に関する保険は事務

局で手配します。 
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Q3: ビザを取得する必要はありますか？ 

A: 本研修では取得する必要はありません。 

 

Q4: 派遣後の滞在先は自分で手配する必要がありますか？ 

A: 希望があれば、渡航後１週間分のホテルは事務局で手配しますが、費用は採択者自身でご

負担いただきます。また、それ以降の滞在先は採択者自身で手配してください。 

 

Q5:キュレーターとしての専門知識や経験、アーティストとしての経験や実績は必要ですか？ 

A: 必須ではありませんが、キュレーター、アーティスト、プロジェクト創設、アントレプレ

ナー（起業等）の経験があれば、エントリーフォームに記載してください（例えば、「XX展

覧会で XXを出展」「XX展覧会やイベントをキュレーション・主催」「XXXプロジェクト・コ

ミュニティを立ち上げ」等）。 

 

Q6: 現地での通信費や光熱費は別途支給されますか？ 

A: 支給されません。支給する滞在費から支出してください。 

 

Q7: 現地での研修時間や休日は決まっていますか？ 

A: 勤務時間は基本的に月曜日から金曜日の 9 時から 17 時までです。フェスティバルの期間

中やイベント実施日等は週末に稼働する場合がありますが、その場合は代休取得が可能で

す。 


