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学長挨拶

「藝大アーツ・サミット2012　アジアから世界へ　—連携と共生—」によせて

アジア諸国は遥か太古の昔から、陸地により繋がり、海により繋がって互いに行き来をしてきました。そこには数多の交流

がありました。各国の風土に根ざした芸術文化は、それぞれ独自の発展をしていますが、異文化との交流により互いに影響を

受け続けています。

そして、芸術は人間の豊かな感性を引き出し、深い思索で包み込むことができる貴重な手段の一つです。

 

東京藝術大学は、今年、創立125周年の記念すべき年を迎えました。

この記念の年にアジアにおける芸術系30大学の学長が一堂に会し、アジアにおける芸術の独創的展開およびアジアの芸術

の今後の連携の在り方について、親しく意見を交わし、議論を深め、国を超えた芸術の交流を通じて、次世代の優れた芸術

家を育成し、アジアから世界に向けてアジアの芸術文化の発展に貢献していくことを目的に交流を深め、多様な国際交流活動

の展開を図ることが出来ることと信じています。

これまでに本学と交流協定を締結したアジアの芸術系大学は、学生、教員が共同で展覧会、演奏会または研究会等を企画し、

数多の事業を通してアジアの多様な歴史・文化を深く体得し、充実した交流実績を図っています。現在もなお活発な交流が進

んでいるのは、関係の皆様方のご尽力の賜物と思っています。

また、これから本学と交流協定を締結する芸術系大学においても、今後、交流が進み、そこに相乗的な結果が生まれ、さ

らなる発展と連携が進むことを祈念いたします。

今回の藝大アーツ・サミット2012を好機ととらえ、アジアの新たな芸術文化の創世に寄与するとともに、芸術を通した国

際交流を推進し、多様な国際交流活動の展開を図ることが出来ることと信じています。これらの大きな成果は、芸術領域の

みならず、国レベルでの国際文化交流に貢献できるものと思っております。

 

最後に、藝大アーツ・サミット2012の開催を記念して、この事業の実現にご協力をいただきました文部科学省、文化庁お

よび外務省をはじめ、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

 東京藝術大学長
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鼎 談 者

「アジアの芸術文化の未来」

長きに亘って自らのフィールドとしてアジアに関わり続けてきた文化人類学者の青木 保氏と、時代とともに進化し続けるな

かで多様なイメージを作り出し、いまや現代日本を代表する文化と評価されているアニメーションの領域から、本学教員でも

ある山村 浩二氏、そして、東京藝術大学の学長、文部科学省の諮問機関、文化審議会の委員（会長）を務める宮田 亮平学

長の三者によるアジア諸国の芸術文化を育てる未来について、芸術文化の交流の重要性を新しく生じてくる現象や問題に触れ

ながら、語り合います。

国立新美術館長。人間科学博士。文化人類学、比較文化論を専門分野とし、大阪大学教授、東京大学教授、政

策研究大学院大学教授、早稲田大学アジア研究機構教授、2007年４月より2009年７月まで文化庁長官を経て、

2009年８月より青山学院大学総合文化政策学研究科特任教授。この間、米ハーバード大学客員研究員、仏国

立パリ社会科学高等研究院客員教授、独コンスタンツ大学客員教授なども務める。タイ、スリランカなどのア

ジア諸国、欧米各国等の文化人類学や文化政策の調査研究に従事。サントリー学芸賞受賞、吉野作造賞、紫綬

褒章を受章。『儀礼の象徴性』『「日本文化論」の変容』『逆行のオリエンタリズム』『異文化理解』など著書は

多数。最新刊に『作家は移動する』（新書館）があり、2011年12月に『「文化力」の時代』（岩波新書）が出た。

金工作家。新潟県佐渡に蝋型鋳金作家の二代目宮田藍堂の三男として生まれる。昭和47年に東京藝術大学大

学院 美術研究科 工芸専門課程（鍛金専攻）を修了。イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリーズなど

の作品で、「宮田亮平展」（個展）をはじめとして、国内外で多数の展覧会に参加。

「日展」内閣総理大臣賞や、「日本現代工芸美術展」内閣総理大臣賞など数々の賞を受賞し、2011年度日本芸

術院賞を受賞。

現在、東京藝術大学学長として大学経営にあたる傍ら、作家としての制作活動も活発に続ける。日展理事、現

代工芸美術家協会常務理事、国立大学協会理事、文部科学省「文化審議会」委員（会長）、日本相撲協会「横

綱審議委員会」委員を務めるなど、各方面にて活躍している。

1964年生まれ。東京造形大学卒業。2002年『頭山』がアヌシー、ザグレブをはじめ世界の主要なアニメーショ

ン映画祭で６つのグランプリを受賞、第75回アカデミー賞にノミネートされる。また『カフカ 田舎医者』がオ

タワ、シュトゥットガルトなど７つのグランプリを受賞。アジアアニメーション映画祭にて優秀アーティスト賞受賞

（2006年）。これまで国内外の受賞は80を越える。2011年カナダ国立映画制作庁との共同制作で『マイブリッ

ジの糸』が完成。アルビーン・ブルノフスキー名誉メダル（2008年）、第30回川喜多賞（2012年）受賞。日

本アニメーション協会副会長、ASIFA 日本支部理事、ヤマムラアニメーション有限会社代表取締役、東京造形

大学客員教授、東京藝術大学大学院映像研究科教授。

青木 保

宮田 亮平

山村 浩二

鼎談
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テーマ1　「アジアにおける芸術の独創的展開」

登壇者

モデレーター

インドネシア芸術大学デンパサール校
学長

イ・ワヤン ライ

モンゴル国立文化芸術大学
学術・研究担当副学長

アラタンツェツェグ チョローン

韓国映画アカデミー 
院長

チェ イグアン

大邱大学校
産業デザイン学科長

イ ギルスン

台湾芸術大学
校長

謝 顒丞

台南芸術大学
応用藝術研究所　所長

張 清淵

清華大学美術学院
院長

魯 曉波

中央美術学院 
院長

潘 公凱

東京藝術大学
副学長

北郷 悟
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概要

東京藝術大学
美術学部長

池田 政治

京都市立芸術大学
音楽学部・音楽研究科教授

龍村 あや子

金沢美術工芸大学
学長

久世 建二

愛知県立芸術大学
学長

磯見 輝夫

ラサール芸術大学
学長

スティーブ ディクソン

シラパコーン大学
副学長代理（芸術・文化）

ターウォン コーウドムウィット

ホーチミン市美術大学
副学長

ツォン フィ ドク

ベトナム美術大学
絵画学部講師

チェウ カック ティェン

アジア各地域の伝統文化、芸術は、多様な風土性の中で独創的芸術を生み出してきた。長い歴史の中で様々な影響を与え

合いつつ発展してきたこれらの芸術は、それを生み出した地域や文化に深く依存してきた。

固有の独創的芸術を開く視点の一つに「国際化」というキーワードがある。これは独創性をその文化を越えて他者の視点

にさらしていくという、厳しい試練でもある。

・アジアの新たな芸術を展開するのには、何が必要なのであろうか。

・アジア固有の独創的芸術の更なる発展は、どこにあるのであろうか。

・真に「人間」の豊かさに資するためにはこのアジアの文化遺産をどのように展開していけばよいのだろうか。

アジアから生み出される新たな芸術について、各大学との連携の中で明らかにしたい。
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テーマ1　「アジアにおける芸術の独創的展開」

テーマ1　「アジアにおける芸術の独創的展開」

東京藝術大学

グローバル、ローカルを超えた価値観の創造

　東京芸術大学は今年で125周年を迎える。創立時には社会の近代化にともなう東洋と西洋とがぶつかり合う芸術哲学の相
克と克服のための、理論と実践の中に大学の姿があった。
　アジアの文化は、さらにさかのぼって千数百年の長きにわたる歴史と風土の中でそれぞれの国の文化が形成され、あるも
のは伝統文化として継承されてきた。それぞれの国の文化芸術は、様々なかたちで互いの交流の中で影響を与え、実りを享
受しつつ独自の文化として展開してきた。これらの芸術は、それを生み出した地域社会のアイデンティティや文化に深く根ざ
している。
　このアジアの独創性は，人々の地域社会や自然界とのコミュニケーションの形態や構造を文化芸術に昇華していて、その特
殊性は西洋芸術哲学における人間中心の思想に伴う文化芸術に対して、人間を含む社会や自然界の「調和」と「関係性」と
いう文化の構造的特徴をもっている。特殊性の極みにおいて到達されたこの普遍性に通じる諸芸術はアジア的独創の一つの
典型でもあった。
　世界の文化の歴史の過程において、ますますグローバル化が進行する一方で、これらの芸術を生み出したアジアにおける
様々なローカルでしかも独創的な芸術はその地域性、特殊性のゆえに現代においてマージナルへ押しやられ、グローバル化
の進行により、地域の価値観が変化し、ローカルな文化の表現を支える神話（価値の体系）が崩壊しつつある。さらにいえば、
これを現在に有効な文化としての展開をとげていないように思われる。
　1990年以降、特に地球規模化の体系は情報の爆発的な発展と経済産業活動の多国籍化の拡大によってさらに加速され、
この文化と経済の枠にとらわれない貿易が促進する事態は、世界の異なる部分間の緊密な繋がりを促し、あらゆる社会構造
の国境の重要さの衰退をまねきつつあるといえる。ヒトとモノに関する情報の国際的な流動化は、科学技術、組織、法体系、
インフラストラクチャーの発展がさらにこの流動化を促すのに貢献したと考えられるが、一方で様々な社会問題も生みだし、
特に文化においては独創的な文化社会の崩壊が進みつつある。本来、文化とは地域の歴史文化に深く依存したローカルなも
のであり、現在のグローバル資本主義的な発展においての文化の享受があるとは考えにくく、どんなに世界のグローバル化
が進展したとしても、文化の発生は地域性の問題を無視できないものであるといえよう。
　しかし、私達は今この問題に直面し、この古いローカル性（地域性）は乗り超えるべき問題として対処しなければならない
と考える。これには、ローカル性とグローバル性の問題を再度見直し、両者の定義を新たに見直し、各文化のアイデンティティ
や独自性を保持しつつも、開かれたローカリティーへと移行していく必要がある。グローバル、ローカルをこえる視点からの
新しいモデルづくりが必要なのである。アジアの持つ潜在的な芸術文化の独創性を世界に展開していくために、両者を媒介す
る新たな共通のステージを模索する方向性について提言を行いたいと思う。
　そしてあたらしいグローバリティーは多くの価値観の許容、共存を前提とした枠組みを提供するものとして再定義されなけ
ればならない。それは各地域の文化がその独創性と高みを維持しつつも、相互理解を前提に外に向けて開かれ、それらが緩
やかかつダイナミックに連なるような中心を持たない共通のネットワークの場の形成を意味している。そこを起点にすることで
「アジア的独創」を可能とする新しい表現の指針がもたらされると考える。
　さらに芸術の持つ役割という視点を加えて協議しなくてはならない。新しいモデルづくりへと一歩踏みだすことは、それを
世界的に発信しうる組織力として再構築し、各国の文化について寛容な心をもって緊密にアジアの国々が連携して取り組んで
いくことで、乗り越えられるのではないか。現代まで受け継がれて息づいている文化構造の上に立って、このパースペクティ
ブをもう一度見直し、コミュニティの新しい共通性のステージの構築を目指すことが必要であると考えている。
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テーマ1　「アジアにおける芸術の独創的展開」

中央美術学院
　近年、アジアの芸術は国際的に広く関心を集めるようになり、アジア芸術の独創性が問題として取り上げられるようになっ
てきました。
　アジア芸術のユニークさについて考える場合、必然的に問題になるのがアジア文化に対する認識です。つまり、アジア芸術
を現在のグローバル化の中で観察することが必要となります。アジア芸術というのは、もともとあった概念ではなく、欧米の
芸術を比較軸として存在する概念です。現在、ヨーロッパはすでに独立した民族国家としての発展の枠組みを基本的に脱却し、
民族国家を超えた、ヨーロッパを一つの全体とした新しい政治、経済の枠組みを形成しています。今日のヨーロッパの芸術の
発展もまたこれを背景として展開されています。一方で、現在のところ、アジア各国の芸術からひとまとまりの「アジア芸術」
の概念を抽出することはまだ大変むずかしいことです。ただ、西洋を中心とする考え方を捨て、アジア大陸の文化に回帰しよ
うとする「自覚」が日増しに強まっていることは否定できません。国際化の環境の中で、これが今後のアジア芸術の発展の全
体的な趨勢、状態となるかもしれません。その発展に伴って、アジア各国の芸術家と西洋の国々の芸術家の間で対話が行わ
れるばかりでなく、アジア各国の芸術家の間で協力と交流が行われることでしょう。アジア各国の内部の相関性、共通性は歴
史の中で自然に形作られてきましたが、今後の発展の中でこのアジア内部の相関性、共通性を強化しようとするなら、意識
的に、自らの芸術分野に対する研究と整理に力を入れ、それを基礎として、その自らの伝統的な文脈を引き継ぐことを起点
として、現代性を生み出し、育てて行かねばならないでしょう。

清華大学美術学院

継承と学習̶̶新しいアジア芸術体系の構築

　アジア各国は悠久の歴史と文化を持ち、燦然と輝く芸術を創り出してきた。東アジアでは、隋の時代以来、中国文化が日本、
朝鮮半島、シンガポール等に非常に大きな影響を与え、儒教文化を基礎とする文化圏が形成された。芸術面において、東ア
ジア各国は互いに似通った芸術言語と審美基準を持つようになった。主に墨を使い筆で描かれる文人画や書道がそのよい例
である。ところが19世紀の半ば以降、東アジア文化圏は西洋文化の強い衝撃の下、文化的な伝統を大きく壊されることとなる。
客観的に見れば、そうした破壊によってアジア各国の現代化が推進されたという側面も否定できないだろう。
　中国を例にとると、アヘン戦争やその後の一連の軍事的な失敗を経て、康有為、梁啓超等を中心とする知識人たちは自分
たちの文化、伝統に深い疑問を抱くようになり、中国の人々に西洋の文化や芸術を学ぶよう勧めた。そして、20世紀初頭に
は、多くの留学生が日本、アメリカ、ヨーロッパに渡り、西洋絵画を学び、徐悲鴻、劉海粟、林風眠等の著名な芸術家が生まれ、
中国における20世紀の美術教育や発展に大きな影響を与えた。ところが、1978年以降、中国では知識人たちが新たに過去
を振り返り、それまでのやり方について考え直すようになった。現代化の過程で、自分たちの文化的伝統が軽視され、損な
われて、深刻な断裂が生じてしまった中で、いかにして新しい芸術の伝統、審美体系を確立して世界に対して自らが果たすべ
き貢献をしていけばよいのか。今日の中国の芸術家はそうしたことを考えるようになっている。日本は現代化を力強く進める
一方で、自国の文化芸術の伝統を保護してきたが、それは同じ文化的背景を持つアジアの各国にとってすばらしい手本であり、
中国を含めた各国はぜひともこれに学び、これを参考にしていかねばならないだろう。
　今日、中国では美術もデザインも非常に恵まれた発展の段階を迎えている。中国では芸術市場が今世紀の初めから活性化し、
繁栄して、中国の芸術の発展を力強くリードするとともに、世界的な芸術の発展にも積極的にかかわるようになってきた。同
時に、科学や経済の急速な発展にともない、中国はデザインの面でも芸術が得難い発展の機会を迎えている。「メイド・イン・チャ
イナ」から「クリエイテッド・イン・チャイナ」へ。中国の全デザイン界、そして文化界は現在、この重要な課題に挑んでい
るのだ。
　美術でもデザインでも、その審美基準、価値の方向がいずれも深い文化的基礎に根付いていないかぎり、健全な発展は望
めない。中国の現代芸術は、新たな審美体系の構築という、緊急課題に直面している。その構築に当たっては外来の文化を
排斥するのではなく、世界各国の優れた文明を広く吸収し、自分たちの民族の文化的伝統と結び付けて、より広範な交流を可
能にする審美体系を築いていく必要がある。そうした体系を築く中で、アジア各国は互いに学び、交流しあうべきであり、文
化的に深いつながりのある東アジアの国々は、共に発展し、共に繁栄していくことが可能であると私は考えている。
　アジア芸術の更に輝かしい未来が、世界の人々のためにより優れた文化的財産を創り出していくことを願っている。

 
上海音楽学院
　地球がひとつの村と見なされるようになった今日、音楽と芸術の発展にとって、音楽制作と演奏の国際的認識を高めるこ
とは重要な課題となっている。さらに、多文化主義の文脈に照らせば音楽は「国際語」とは言えないけれども、アジアの「音
楽文化界」の伝統は、地域文化としての特性を示していると同時に、アジアを超えて国際社会にまで届きうる重要な芸術表
現手段でもある。たとえば大陸と海とをつなぐ「音楽のシルクロード」、仏教と道教の伝統に基づく秦国や鄭国の文化、神話
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や叙事詩（『ラーマーヤナ』）を元にした東南アジアのゴング音楽、および東南アジアの神々を讃えるチャントなどがその例だ。
これらの保護と発展はアジア芸術独自の価値とスタイルを反映しているのみならず、アジアの文化的遺産が人類史をいかに
豊かにしうるかの事例でもある。

新疆芸術学院

クリエイティブにアジア芸術を発展させ、新疆シルクロード芸術の特色を出す

　新疆は古代シルクロードの要地に位置し、中国と西洋文化芸術の交流と伝播の中心地である。世界で主だった４種類のタイ
プの文化、すなわち中原文化、インド文化、ペルシア・アラブ文化、ギリシア・ローマ文化の全てがここで交差し融合しており、
且つ民族化の改変を経て新しい文化様式となり、凝集して新疆の地域文化を形成している。
　新疆はアジアの中心という特異な地理に位置し、一貫して豊かな文化芸術資源がある。古代から現在まで伝えられている
小さな書籍装幀絵画でも典型的なペルシアの緻密画の風格がある。たとえば、先史芸術については天山南北に遍在した古代
壁画があり、キジル石窟と柏孜克里克（Bai Zi クリーク）石窟を代表とした石窟芸術は、古代仏教芸術のパラダイムである。
また、ジュンガル盆地、伊利川渓谷とバルクル大草原の草原石像及び新疆の伝統的な建築と民間住宅に散在している装飾画
及び装飾図案は、全て本土の特色があらわれた視覚芸術様式である。これらの体系的な研究と整理は我々の芸術概念と視覚
経験を豊かにしてくれている。
　芸術の発展はその土壌の育みを滋養し、伝統文化の背景からなりたっている。新疆は複雑かつ多様な民族から構成され、
多元的な文化が共存し、他の地域の独特な容貌地形とは異なり、氷河、草原、砂漠、盆地がその間に存在する。北新疆草原
と南新疆オアシスが現実的にリードして形成されてきた文化儀式を人々の視覚感受性へ導き、内在的に絵画の風格に影響して
いる。
　新疆は西洋とも中原とも異なるある種の視覚的様式と絵画概念を長期に渡って形成してきた。この種の概念は独特の芸術
心理と感知方式があり、その中には東洋の「線的概念」、西洋の「理的概念」も内在している。新疆本土の絵画から言うと、
これは写実的であり、表現的でもある独特な絵画様式である。
　一方、新疆には中央アジアの大量な自然景観があり、これは終始一貫して人々が賞賛している絵画入門の題材となっている。
また、もう一方では、古代シルクロードの人文遺事、文化遺物も地域文化の枠組み内で新疆絵画に影響し、新疆絵画が題材的に、
また色彩的にも個性言語の選択上に置いて、自身の固有の手法と方式を形成した。
　我々がもし大きなアジアの枠組みで新疆芸術の発展状況を見るのであれば、同様に新たな問題を目の当たりにすることに
なる。それは多くの成熟した19世紀の絵画言語を使って現在の新しい題材に対して新たな叙述を展開することが不可能であ
り、多くの伝統芸術の記載機能もある程度表現機能に譲ってしまうことで、現代芸術においても19世紀以前の社会問題をミ
ラータイプ芸術題材として描く語彙に欠けてしまうということである。大量の現代芸術時流に加えての主観主義的な色彩があ
る中で、現在の新疆の芸術が以前の歴史的伝統を守りながら、どうやって生活題材の堅持と同時に現実主義の審美理想と審
美価値を保つことが出来るだろうか。
　また、20世紀の後半より、押し寄せる「グローバリゼーション」の波の時代において、新疆芸術が歴史と現実の間で自ら
の正確な判断を下し、同時に本土の芸術思想伝統をどのように守ることができるだろうか？　これは明らかに我々の前に立
ちはだかる問題であり、同時にアジア芸術の前にも立ちはだかる現実的な問題でもある。

復旦大学上海視覚芸術学院
　アジア芸術という概念は、境界の曖昧さと矛盾とを抱えている。アジア芸術を研究するには、差異と類似とが、伝統とモダ
ニティとが、包括性と排他性とが相互関連し合う多様性ならびに複雑性を、このアートの内に見出さねばならない。
　アジア各国において国家意識が高まり、経済が急速に成長するにつれて、アジア芸術の国際的地位も徐々に上昇している。
アジアの芸術および文化の継承を目的とする大学芸術教育こそが、アジア芸術界内部での交流を活性化する重要な方法であ
り、グローバリゼーションに突き動かされながらアジア芸術を発展させる手段であり、西洋の強力な文化と創造的機会に対抗
してアジアの伝統と現実とを組み合わせていくための効果的戦略であることを、われわれの大学の実践は証明している。
　グローバリゼーションを背景にわれわれがすべきことは、アジアの飛躍を経済界に示すことだけではない。アジア文化のア
イデンティティを再構築せねばならないのだ。経済中心時代から文化中心時代へと、アジアは徐々に移行しつつある。
　アジアの国家的限界を打ち破り、伝統や民族性、宗教と習慣を徹底的に研究し、アジア文化に受け継がれる多様性と人類
にとって有益な文化的遺産とを探究し、儒教文化の影響を議論し、アジア文化圏における革新的デザインの重要性ときらめき
を探究することを、芸術教育を行なうアジアの諸大学は協力し合って進めねばならない。
　グローバリゼーションを背景に、一国の芸術的財産の真髄をより細心に洗練していけば、アジアン・デザイン／アートのす
ぐれた作品がますます生み出されることだろう。「国際化」こそが、クリエイティブなアート・フォームを定義する重点的要素
のひとつなのだ。
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台南芸術大学

創作作業における心構え

　産業革命の到来を迎え、手工業は次第にその地位を機械で大量生産される製品に取って代わられるようになったが、同時
に現代の手工業の発展は現代美術が提唱するコンセプトに非常に影響を受けるようになった。今日、私たちは創造的労働の
陰に隠れた真の精神を問い直し再吟味しようとしている。21世紀の最初の10年間に手工業に何が起こったかというと、制作
者、素材、用途や存在意義に対する「心構え」が次第に修正されてきた。私たちは科学と技術によって絶え間ない前進を余
儀なくされており、今やマウスをクリックすれば夢を作ることが出来るわけだが、現代アジアの手工業の価値を活性化する第
一歩は、両手を使って私たちの能力を取り戻すことにある。

心構え（1）：肉体労働
　私たちは労働をすることで、手足を動かしている脳を使うが、それは人間が生きていくために必要な根本的本能である。従っ
て私たちは手足を動かして創造活動をすることにより希望と欲求を実現している。人類が文明の進歩に向かって進んできた創
造的な道程は、歴史的記録の形で今日まで残されてきた。実際に歴史上の対象物、すなわち工芸品などの文化的人工物は、
ある文明の哲理の特徴や変化を捉えるための証拠を示すものとして今日まで存続してきた。言い換えれば、工芸品の制作者
は歴史上の或る時空間で行われた作業の証人と言える。特定のスキルやテクニックを通して見られる人間の文明における知
識の集大成は、手工業の作業の中で明らかである。同時に、特定の時代に生きた職人の考え方はこれらの作業によって確認
することができる。工芸品を作る作業は繰り返すうちに時と共に変化するので、私たちは工芸技術と純粋な芸術的技巧とい
う対照的な関係を再検査しているという状況である。

心構え（2）：素材とのコミュニケーション
　創作の工程に入る前の工芸家と素材の関係は、制作の結果として生まれる作品の特質と美的価値を決定するのに影響を与
える。素材と対話をする前に制作者が心構えを決めるのである。作品の前に立ちはだかる扉を開けるのにどの鍵を使うか決
めるようなものである。媒体は創作の単なる手段ではなく対話の対象であるという認識があれば、特定の種類の素材の内な
る声を聞くことができ、その真の性質を理解できると思う。

台湾芸術大学

伝統的製造業の強化と人々の生活の向上にデジタル・コンテンツを活用

　そもそも台湾にある一般の美術館のデジタル・アーカイブ・プログラムの目的は、文化の保存、交換、共有だけであった。
そこで政府はデジタル・コンテンツのアプリケーションとサービスに、より力を入れるよう促した。デジタル・コンテンツを
最大に活用しなければもったいないということだ。デジタル・コンテンツは教育・学習、研究、創造的産業、伝統的製造業
のような様々な分野に利用され得るし、またそうされるべきである。
　通常、美術館は最も豊富な文化遺産を保有し、長い間エリートのための場所と考えられてきた。多くの人たちは美術館を日
常生活の一部とは思わないし、暇な時に美術館を訪ねようとも思わない。美術館に収蔵されている美術品も高級な近寄りが
たい文化財と考えられ、美術と人々の生活には隔たりがある。美術館を一般の人たちに近づきやすい場所にするために、美
術館は広範囲に亙る観客を集め、アートを人々の生活により関わったものにする方法を模索している。デジタル技術の発達に
伴い、美術館は一般の人々を呼び込むために様々な手段を講じることが出来るようになった。デジタル化した美術作品のアプ
リケーションとサービスはその一つである。
　その研究の目的には二つある。1）台北市にある民間の鳳甲美術館からのデジタル・コンテンツを利用して付加価値のあ
るアプリケーションとサービスを開発する。2）台北市の二つの主要な伝統的メーカーであるフォト・マン・イメージ社（PMI）
と IF パシフィック社と共同で新しいアプリケーションやビジネスモデルを確立する。
　この研究で付加価値アプリケーションとサービスのモデルが開発される。鳳甲美術館はコンテンツの所有者として、貴重な
デジタル・コンテンツの油絵、水彩画、書などを提供した。ライセンスを取り扱うアートキー社は、鳳甲美術館からのデジタ
ル・コンテンツを商業用に使うための認可を任されている。
　この過程において、様々な美術作品を使って伝統的製造業の価値を認可し促進すると、デジタル化した美術作品に営利目
的の機会を与えるということが重要な意味を持ってくる。台湾の行政院国家科学委員会（NSC）から財政的助成を受け、台
北にある台湾芸術大学のグラフィック・コミュニケーション・アート学部、鳳甲美術館、認可会社のアートキー、デジタル映
像印刷会社の PMI、皮革の会社 IF パシフィック社が「アーカイブ美術作品による伝統的製造業の振興」という一年に渉る企
画のために協力する。この企画には次の三つの重要事項がある。
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1. 美術を生活の一部に、生活を美術の一部に：デジタル美術作品を設計し直して精巧な文化的商品を生産する。
2.  美術のライセンス手続きを確立する：産業経路の異なる部分を統合し、コンテンツの所有者、学界、産業界が効果的に協
力できる作業システムを構築する。

3. マーケティングとグローバル・ブランドを打ち立てる：国際的なマーケティングを通じて台湾文化の評価を高める。

　このプロジェクトは、以上の３点に重点を置きながらコンテンツの所有者、学会、産業界のコラボレーションという新しい
モデルを示す。
　プロジェクトは付加価値アプリケーションの主要な４区分に分かれる。すなわち文化の学習と教育、文化の保全と継承、活
動を通じた文化の振興、eコマースとビジネスの開発。さらに、ウェブサイトを構築して、台湾の美術を一般の人々にも受け
容れ易くし、美術や文化的商品を展示するプラットフォームとして機能させる。こうした流れの中で、台湾芸術大学が全工程
の立案を行う。

台北芸術大学

アジアにおける芸術の独創的展開－ひとりの美術史の教育者から

　東アジア絵画史の研究者、教育者として、現在の芸術大学の若い学生たちにとって東アジアとその文化・美術とは何かを
考えることがよくある。東アジアの歴史という視点からみれば、この地域では近代になってもっとも重要な課題の一つは西洋
化だろう。また、近年になって経済の発展やインターネットよる国際化、グローバリゼーションがいっそう進み、より同一性
の高い新しい世界が形成され、東アジアは西洋の延長線の一部になるともいえる。一方、このままいくと伝統文化や芸術との
つながりがなくなり、アジア各地域・文化の独自性、いわゆるアイデンティティが失われる恐れがある。このように考えれば、
アジアの新たな芸術を世界的に展開させるには、まず世界文化のコンテクストにおける自分の位置づけをする、つまりアイ
デンティティを確立しなければならない。しかし、アイデンティティとは狭い民族主義・国粋主義・地域主義のことではない。
アジアの文化や風土に育てられた自分への認識、そして各文化の共通点と違いを理解し、多様性を尊重することがその原点だ。
特に新しい芸術をつくる担い手としての若い世代にとっては非常に重要なことだと思う。
　また、アイデンティティ以外に、アジア固有の独創的芸術を更に発展させるには、伝統文化と若い世代や現代生活とのつな
がりをつくることが大切である。言い換えれば、更なる発展とは単なるカタチの復帰・伝承ではなく、人々の共感を呼び、現
代の生活や感覚に結び付けることだろう。この点について、山水画を例として挙げてみよう。日本、中国と韓国を含む東アジ
ア地域においては、山水画という固有の独特な絵画ジャンルがある。中国で成立した山水画は日本、韓国に受容され、地域
と時代によって主題や様式が違っているが、長い歴史のなかで特色のある素晴らしい作品が数多く生み出され、東アジアの
共通の視覚のコトバとなっている。カタチの伝承のみならず、人々の共感を呼ぶのは、山水画が国境と時代を超えることがで
きたことが重要な原因ではないだろうか。伝統芸術のさらなる発展を求めるには、現代生活に結びつけられる、現代の人々
のこころに通じるコトバを見つけることが重要な手掛かりになるのだ。
　国際化・グローバリゼーションと伝統・独自性とのバランスをどうとるのかは容易なことではない。しかし、その答えの一
つは世界文化のコンテクストにおける自分の位置づけを考えながら、アイデンティティを確立することにあるのではないか。
より大きい枠組みに置いてみれば、アジア固有の独創的な芸術はアジアだけの文化遺産でなく、地域や時代によって、人間が
さまざまな生き方や信仰や価値観などで築いてきた世界文化の不可欠な一部分として位置づけられるべきである。芸術の底
にある人間性を生かして共感と感動を喚起するには、アジアの文化遺産はさまざまな可能性を秘めている。それは、時間と
空間を超えてこころに通じる新たなアジアの芸術の創造に寄与すると信じている。

大邱大学校

アジアンデザイン、論考による価値の創造

1. 序
　一般的なデザインプロセス論と古典『中庸』の内容はそれぞれ異なっている。だが本論では、両者にいくつか共通する要
素もあることを明らかにしたい。異なる時代の異なる内容についての議論であるものの、両者の相関関係を探すことによっ
て、先人の思想の叡智を現代生活に有益に当てはめることが可能である。我々は先人がタスク遂行の手順として培った知恵を、
デザイン生成プロセスの参考にできる。そうすることによって、失敗を減らし、手際よく仕事を終えられるだろう。過去と今
日の議論を考察することで、異なる時代を統合し、独自の価値の創造を試みるのが本論の目的である。
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2. デザインプロセス
　デザインのプロセスは概ね四つの段階に分割できる。その四段階には「企画、着手展開、意思決定、生産」といった順序
がある。デザインプロセスは、デザインを実現するうえで目的を着実に達成するための効率的な手順である。合理性という
点で、実際のデザインプロセスを研究することには意義がある。

3. 『中庸』の書、第20章
　端的に言うと、「中庸」という言葉には「中間」という意味や「節度」の思想がこめられている。『中庸』第20章は博學之、
審問之、愼思之、明辨之、篤行之について論じている。博學之は博

ひろ

く学ぶ、審問之は審
つまび

らかに問う（深く問う）、愼思之は慎
んで思う（深く考える）、明辨之は明らかに弁別する（正しく判断する）、篤行之は篤

あつ

く行う（誠意をもって行動する）という
意味である。それらの意味をより体系的に言い換えたのが次の部分である。「学ばなくてもよいが、ひとたび学ぶのであれば
よく学ぶまで止めてはならない。問わなくてもよいが、ひとたび問うのであれば理解できるまで止めてはならない。考えなく
てもよいが、ひとたび考える以上はその考えを会得できるまで止めてはならない。弁別しなくてもよいが、ひとたび弁別する
のであれば確実に弁別できるまで止めてはならない。行動しなくてもよいが、ひとたび行動するのであれば着実に篤く行動す
べきである。この教えに従えば、愚か者でも賢くなり、弱き者も強くなるであろう。人が何かを一度で上手く行うのならば、
自分はそれを十回ないし百回繰り返す。人が何かを十回で上手く行うのならば、自分はそれを百回ないし千回繰り返す。この
ようにすれば、愚者も賢明になり、弱者も強くなる。」すなわち、その教訓は強い精神を持つことに焦点がおかれている。

4. 二つの理論の共通性
　まず、企画とは製品計画の段階であり、情報収集と製品化のための段取りを計画する手順である。この段階では製品の計
画は様々な要素が綿密に検討され、問題点は計画の段階で失敗することなく解決される。通常、この手順のために製品企画
委員会のミーティングが行われる。この段階は『中庸』第20章の博学之に似ているが、審問之の要素もある。
　次の段階は着手展開である。この段階では販売のための調査を行い、データを分析する。より具体的にいうと、製品企画
委員会のミーティングにおいて方針を決め、組織の承認を得、内部ミーティングを重ね、アイデアの展開が行われる。この段
階では愼思之と明辨之が並行して行われているが、特に愼思之に集中する必要がある。
　三番目は意思決定の段階である。開発着手の段階でアイデアは特定され、吟味と評価は為されている。計画段階での失敗
がないよう、吟味と評価は何度も繰り返される。問題点は修正され、デザインが決定し、最初のプロトタイプが作られる。前
段階同様、ここでも愼思之と明辨之が入り混じっている。しかし、今回は明辨之の方に重点が置かれる必要がある。さらに、
篤行之も加えられる。
　四番目は生産の段階である。これはこれまでの三段階で処理されてきた内容を生産する段階である。このプロセスで露呈
した問題点は製品が完璧になるまで修正され、実製品の生産が始まる。この段階も篤行之と類似している。

5. 結論
　この二つの理論を統合するとどのような意味と内容になるだろうか？　デザインプロセスの規範に照らせば、この議論を
統合・結合し次のように総括できるだろう。「博く学び思考し、審

つまび

らか（具体的・明確）に問い、問題点を見直し慎重に判断
を下し、きちんと再考し、良い結果のための解決策を提示し、その解決策を成功させるため誠意をもって行動する。」『中庸』
第20章は博く学び、審らかに問い、慎重に思考し、正しく判断し、篤く行動せよと説く。言い換えれば、これらは自らに正
直であろうとする人間のための五つの教訓である。その言葉の意味を幅広く解釈すれば、朝鮮の民芸品を愛した柳宗悦の「工
人銘」にも繋がっていく。「工人銘」より以下の６条を抜粋し、本論の結びとしたい。
　第一に、美しいものを作りなさい（作をして美しきものたらしむべし）。しかし、美の価値を学んではいけない。作為は美
の徳を損なう。第二に、無用なものを作ってはならない（用いられん為に作るべし）。無用な製品は美の美徳を損なう。用の
美徳と美が反するというのは間違った考えである。第三に、奉仕の心で作りなさい（作る心は奉仕たるべし）。ものづくりは
自然に従順で、美に仕えることである。敬虔の念が必要である。第四に、作ることに飽きてはならない（倦

あぐ

むことなく作るべ
し）。作るのは楽しむことであり努力によって得られるものではない。第五に、自らの名誉のために作ってはならない（名を
成さんとて作るべからず）。個人的邪念に陥ってはならない。第六に、作品は静寂でなくてはならない（作には静寂あるべし）。
静寂の美ほど美しいものはない。静寂の美徳は到達しうる最高の状態である。
　我々はアジアン・デザインが過去と現在の理論、そして実用的で高潔な精神概念に基づくものであることを願う。また、諸
兄が美を学習するのではなく静寂の美たらしめ、自然に従順に、美の美徳に貢献されることを願ってやまない。

韓国映画アカデミー

アジアのアーティストの遊び場をいかにして作るか？

　まず韓国の最近のトレンドから話を始めさせていただきたい。国際的な景気後退と失業率の増加にともない、韓国の無職の
若者は自分たちのことを「剩餘 Yingyeo」（余剰）と呼ぶようになった。それは余分なもの、あるいは必要を上回るものを意
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味している。また、Yingyeo は「役立たず、不要」という意味のインターネット上の隠語としても使われる。無駄な行為のこ
とは Yingyeo-jit、不要なことをする能力をYingyeo-ryok（力）と命名された。Yahoo! Korea は、Yingyeo が2011年の韓
国においてRe-al（リアル）に次いで最も頻繁に使われた造語であると発表している。
　そんな韓国の Yingyeo たちの楽園がウェブサイトdcinside.comである。dcinside.comは1999年以来、韓国を代表する
オンライン・コミュニティのひとつとなった。サイト立ち上げ当初はデジタルカメラのオンライン・ショッピングモールだった
のが、いつの間にか韓国ネットカルチャーのメッカとなり、数多くの流行語や有名人、多様な話題がそこで生まれては拡散し
ている。
　今や dcinside は Yingyeo の遊び場であり、様々なアーティストやマーケッターが注視するトレンド発信源でもある。一般
大衆の好みを反映させたいアーティスト、ミュージシャン、映像作家らは、社会問題に対する Yingyeo たちのオフビートなコ
メントに注目している。広告代理店やマーケッターたちは Yingyeo たちが口にする流行の造語、最新の造語から最大の利益
をあげようとしている。放送局は仮想の番組キャストを提案し、次の番組が視聴者にどう受け入れられるのかを予測しようと
する。Yingyeo のコメントは文章だけではない。彼らは画像や音、事実そのものまでも可能な限りあらゆる方法で処理・操
作し、彼らのアートとして作り変えるのだ。
　こうした Yingyeo による dcinsideカルチャーを役に立たない、非生産的な行為とみなすこともできる。そこは単に悪意あ
るコメントのはびこるネガティブなサブカルチャーで、世捨て人の隠れ家にすぎないのかもしれない。それでもdcinside は、
余暇から政治に至るまで、多岐にわたる韓国のネチズン文化の発達に意義ある役割を果たしてきた。彼らの意見にこめられ
た本音には真実味があるため、多くの人々は彼らの言動を肯定するのだ。
　文化とは、人類の余剰行為の副産物が蓄積されたものと解釈できるかもしれない。退屈していたり孤独だったり、人々は何
か遊ぶものを求めて芸術を、ひいては文化をつくり出した。伝統的な芸術から見ればモダン・アートは「発達した」あるいは「比
較的新しい」という語で形容できるだろう。どう名付けられようとも、芸術は我々が人間関係や社会や自然に対してどのよう
に反応するかの出発点と到達点である。アジアの芸術のクリエイティブな発展は、ことによると簡単に達成できるのかもしれ
ない。アーティストたちに dcinside のような遊び場を与えるのだ。アーティストたちに各国の文化の違いを娯楽として遊ぶ機
会を与えることでアジアの芸術を発展させるという、この提案は実現可能ではないだろうか？　私はアジア文化のリーダーた
ちの大きな役割は、文化の違いが乗り越えるべきものではなく、面白さゆえに遊びの対象となる遊び場を提供することであ
ると信じている。単にインターネットのサブカルチャーを立ち上げる必要性を主張しているのではない。たとえそれがただの
Yingyeo-jit であろうとも、人類がより豊かになることへの貢献には、努力の価値があると思うのだ。

韓國傳統文化大學校

アジアン・アートのユニークな発展

　アジアの地域特性は、歴史の中で様々な芸術形態を生み出してきた。アジアの独自性から生まれたそれらの芸術は、今日
のアジア文化を特徴づける威力となっている。アジア各国の芸術が持つオリジナリティは、アジア文化をPRするためのキー
ワードとして機能してきた。しかし、アジアのアーティストや教育機関は、アジア芸術の共通性を見出し、共通の「アジアらし
さ」を芸術的創作のエネルギーへと転換することにはやや消極的であった。現代アジア研究の嚆矢となった伝統的なヨーロッ
パ中心主義によるアジア理解、すなわちオリエンタリズムの影響を除外したとしても、我々がアジア文化の共通性を客観的か
つ総合的に概念化するのを苦手とするのには、我々の内部にもいくつかの理由があるようだ。その理由のひとつは、今に至
るまでずっと、アジア諸国はどの文化が最も優れているか、どの国がアジア文化を世界に発信する力を持っているかという問
いに囚われすぎていたことかもしれない。そのような内部競争が、ある程度は、アジアの国々に自国文化の純粋性と優位性
ばかりをアピールさせてきた可能性がある。だが、そのような議論は非常に時代遅れであり、今や、あらゆる文化がそれぞ
れの純粋性や優位性を持っていることを否定する人はほとんど居ないであろう。我々が直面している問題は、いかにしてこの
多様な文化を統合し、力強い文化体系を創造するかということである。では、我々はアジアが共有する本源的文化特性をどこ
に見出せばよいのだろうか？

　第一のステップは、アジアをグローバルな文脈の中で認識することである。我々はグローバル化の時代に生きており、日々
異なる文化由来の住居、食品、衣類などに遭遇している。何がアジア的で何がそうでないかについて人工的基準を設けなく
ても、その気にさえなれば、生活のあらゆる局面でアジアの特性を識別することは自然にできるだろう。
　さらに、アジアのグローバリゼーションにおいて、ラディカルでエキゾチックな西洋文化を好奇心から探求しておきながら、
身近で親近感を覚えるものには無関心に接するという偏向がなかったかと問うことで得られるものもあるだろう。無理解は
興味の欠如だけでなく意図的な偏見からも生じるのだ。どのようなものであれ、アジアを理解する妨げとなりかねない偏見を
無くすため、我々はある事実に慣れ親しむ必要がある。それは、多くのアジア文化が同じルーツを共有しつつ、長い時間をか
けてそれぞれの地域に最適な方法で賢明に修正を加えてきたという事実である。アジアの長い歴史の中で、様々な文化がそ
れぞれの個性と深みをもって発達してきた。それでいて、変化に富んだそれらの文化も結局はアジア固有のアイデンティティ
の中で関連しあっているのだ。
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　ここで、我々がアジアのアイデンティティをさらに探求する努力を惜しむべきではないことは疑問の余地がないだろう。こ
うした流れをふまえ、教育機関は未来の芸術家たちがアジアの豊かな歴史や伝統文化を理解するための様々なプログラムを
用意すべきである。近隣諸国の伝統文化を深く理解し尊重することで、次世代の芸術家たちはアジアが共有する歴史、誇り、
文化遺産から多大なるエネルギーを引き出すことができるであろう。
　もしも若き芸術家たちが幅広い文化の知識をもとに創作活動を推し進め、政府や教育機関がそれをサポートするならば、
大きな相乗効果が生まれ、アジアの芸術家たちはグローバル市場における競争力を得るだろう。具体的提案を示すと、それ
ぞれの国の文化遺産の視覚的リソースや、アジアにおける文化交流に関する学問的リソースなどを大学間で共有してはどうだ
ろうか。それらの大学は、そのデータベースを活用して「アジア」をテーマに芸術家たちに作品を制作させるコンテストを開
催することができる。各大学は優秀作品の展示を順番に行い、アジア各国の学問やアートの輪における活発な交流を推進で
きるだろう。
　アジアのアイデンティティは過ぎ去った歴史劇の一幕ではない。アジアは我々が食し、着て、楽しむものであり、蓄積され
た文化的知識を土台にして現在を生き抜く手段なのだ。私は藝大アーツ・サミット2012がアジアの文化的潜在力をアーティス
トのインスピレーションに変換し、グローバル社会における最も強力な文化的コードを創造する貴重な機会を提供してくれる
ことを期待している。

キム・ジュン（韓国伝統文化学校教授）

モンゴル国立文化芸術大学
　モンゴル国の独立、安全保障、国威、団結の源は、モンゴル民族の文化発展を全人類の先進文化のそれと結びつけ、社会
的安定を維持し、その伝統文化を世界に知らしめ、文化面での要求を満たす優れた専門家を育成することである。
　文化芸術大学は、文化分野での法律環境の改革を進め、教学、研究、創造のしくみを改善させることを優先課題としている。
その理由は、都市化の影響によって、定住文明が進み、モンゴル人の過半数の生活が急速に変貌している現在、民族の伝統
文化を尊重しつつ、モンゴル人が21世紀に適合したモンゴル国の芸術を西洋化した新しい形態に適合させ、発展させる必要
があるからである。
　モンゴルの新しい型の芸術を促進させるのには、遊牧生活や定住化の中で生きているモンゴル人の思考に対して、民族的
特徴をもつ伝統とその革新を融合させた形態の芸術作品が必要とされている。例えば、民族の長歌、ホ―メイ、トゥ―リ（叙
事詩）、馬頭琴、木製ツォール、リンべの吹き形、ビ―踊りなどの伝統的文化の保存、普及、専門家の育成、再養成、研究、
エンターテインメント制作、卒業生による社会および一般人への提供と紹介で成果を上げる一方、モンゴルの伝統文化と、人
類の優れた文化芸術を融合させた現代モンゴル芸術を作り上げることが目標となる。そのため、伝統芸術を尊重し、無形文
化遺産を文化芸術大学の専門教育において伝承させ、子弟教育制度環境を整備し、知的で、人文的な、文化芸術を尊重する
若者たちの育成に力を入れる。この実行を成し遂げれば社会進歩に到達する。
　当大学は文化芸術教育、公共への提供、文化遺産保護、保存、伝達のため以下の活動を行っている。

・文化遺産を使用した現代技術機械による独特の作品を制作し、モンゴルのイメージを作る。
・モンゴルの風習、芸術の特徴を表した催し、ショ―の取り組み
・モンゴルの制作者たちの電子動画、画像作品の外国市場での競争能力を高める
・モンゴルで制作されたマスメディア作品を国際市場に提供し、モンゴルの地位を強化する
・アジアや諸外国での遊牧生活の特徴を表した舞台や映画を提供する
・モンゴルの伝統音楽と西洋音楽とを融合させた新型音楽を作る。例えば、ホ―メイをビートボックスと、長い唄をニューエ
イジと組み合わせたもの
・古代モンゴルの伝説、トゥ―リ、民話、伝承文学によるマルチメディア作品を作る
・モンゴルの遊牧民族の習慣を表す伝統文化を世界文化遺産の不可欠な部分になるまで発展させる
・同地域内でのモンゴルの新型文化が占める位置と貢献度を高める
・新型文化芸術を制作し、国民一般に紹介し、専攻し、伝達する環境を作る
・文化遺産の保護、伝達をより一層豊かにし、発展させる
・伝統文化を世界中に紹介、宣伝し、その影響を拡大し、その特性を強化させる
・以上の活動によって、無形文化遺産の安定的保護、保存、拡大ができ、競争力のある高度な文化サービスを国民に提供で
きる
・また、モンゴル文化の影響を地域内で向上させ、世界文化の中でモンゴルの地位が確立した発展国の一つになるのは当然
である
・文化芸術大学では、基準に適した学生劇場、舞踊ホールを作り、機械設備、楽器を供給し、国内各地に移動的文化芸術サー
ビスを提供し、国民のための文化教育を向上させる
・われわれ文化芸術大学の教員各自は、2031年までの国家発展のための以上の課題、政策を実行させる必要に直面している。
また、当大学の各分校の戦略的計画の実施もその発展に繋がる。
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インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校

インドネシア芸術家の創作の発展、およびアジア視覚芸術現象との関係

　インドネシアの近代視覚芸術の発展は、西洋による植民地化にともなうインターナショナリゼーションのプロセスと、独立
後のグローバリゼーションのプロセスとに結びついている。長い歴史を持つこの芸術は、インドネシアの伝統的視覚形式と、
西洋の近代視覚芸術イディオムとを統合したものであった。そうした事態ゆえ、インドネシア視覚芸術には、西洋視覚芸術に
はない多くの問題がある。一方、伝統の性質、近代教育プロセス、西洋による植民地化の歴史などが類似しているため、イ
ンドネシア視覚芸術の発展は、他のアジア諸国のそれと似た様相を提示している。西洋の学者も、こうしたアジア視覚芸術に
は、モダニズムとは異なる伝統事象と社会的文脈が満ちていると述べている。こうした理解が、アジアの近代視覚芸術に対
する西洋の学者の見方だと見なすべきだろう。フィリピンとインドネシアの一部の作品からは、ロマン主義と写実主義、抽象
主義が同時代に現われているのを見て取ることができる。そして日本や韓国、中国、インド、スリランカ、インドネシア、フィ
リピン、マレーシア、タイ、ベトナム、シンガポールといったアジア諸国のさまざまな作品には、キュビスムも見られる。
　複数性および伝統の価値を支持するポストモダニズム的思考を、現代視覚芸術が参照する際の熱心さは、アジア各国のアー
ト界が共有している。アジアのアーティストたちは無限とも見える幅の作品に取り組み、みずからの伝統文化の知恵を用いて、
現代的イディオムを備えたインターナショナルな作品を生み出している。この流れから、西洋近代視覚芸術とも渡り合えるで
あろう、アジア現代視覚芸術の新たな力も生まれた。また別の現象として、アジア各国独自の文脈における、社会的・文化
的問題も重要な主題となっている。中国ではアヴァンギャルド集団が、都市コミュニティの社会生活という主題を、シニカル
な写実スタイルで提示している。この主題とスタイルは、ついには他のアジア諸国でも展開されるようになった。さらなる説
明は、インドネシア近現代美術史の時代区分が挙げられる。これも他のアジア諸国のそれと同様、自国の社会的・文化的文
脈から生じているのだ。

　インドネシアの今日の視覚芸術作品は、現代視覚芸術よりも、近代視覚芸術の初期の展開を分節化することにいっそう重点
を置いている。その分節化には、アーティストたちの近代的な視点が反映されている。その視点にはたとえば、視点そのも
のをもたらしている認知的側面や、作品の表現へと至る制作プロセスと感性などが含まれる。各歴史的時代におけるそれぞ
れの近代的視点は、主題にも明らかである。たとえば、ロマン主義的美学パラダイムを参照した自然の風景の主題、コンテ
クスチュアリズム的美学パラダイムを参照した人間の生活の主題。同様に、個人の創造力と近代的精神の主題は、普遍的ヒュー
マニズムの美学パラダイムを参照している。上に挙げた主題はみな、アーティストが世界をとらえる際の個人的傾向であると
も見なしうるが、これらの主題は、各歴史的時代における美学的傾向としても見ることができるのだ。

　インドネシア視覚芸術の歴史は、美学パラダイムの発展の歴史だと考えることができる。インドネシア近代視覚芸術のパラ
ダイムは、社会的・文化的文脈の影響を受けている。そのことは視点やコンセプトに現われており、特定の時代のスタイル、
または個人のスタイルに反映されている。特定の時代の美学パラダイムは、その時期に発展した社会的・文化的文脈に呼応
していて、そのつど必ず共有のテーゼとなってきた。テーゼが誕生すると、否定や反論が生まれてアンチテーゼやジンテーゼ
となり、やがてそれらがまた新しいテーゼとなるのだった。弁証法的に見て、インドネシア近代視覚芸術の歴史には、少なく
とも５つの美学パラダイムがある。

1. 20世紀初頭から1930年代にかけては、「ムーイ・インディ」と呼ばれる異国趣味ロマン主義の展開、および、カマサン
様式と呼ばれる伝統的影絵人形絵画の革新から生じた、バリ絵画の新たな展開がある。これらにはオランダ画家たちの
視点、国内の上流階級の画家たちの視点、封建的・植民地的文化の時代にあったオランダ＝インドネシア社会が反映され
ている。調和的伝統と理想的価値が高く評価され、そのことは自然主義的スタイルと印象主義的スタイルで描かれた自然
風景の美しさに見ることができる。ムーイ・インディの画家としては、デュ・シャッテ・ロカテッリ、ウィレム・ホフカー、
エルネスト・デゼンチェ、ル・メイヨール、ピルンガディ、アブドゥラー・スリオスブロト、バスキ・アブドゥラー、ワキディ、
ワーディなどが挙げられる。

2. 1938年から1965年にかけ、プルサギ〔インドネシア画家連盟〕や Lekra〔人民文化協会〕の芸術家たちが、人民コン
テクスチュアリズムの美学パラダイムを展開した。このパラダイムは、政治変化にともなう社会変化の影響を受けていた。
ナショナリズムと独立の精神は、絵画美学の変化に多大な影響を及ぼしている。この時代は、民衆のリアルな生活を提示し、
視覚芸術においてインドネシア的価値観を探ろうとする芸術家たちの意図に彩られていた。プルサギが提示したナショナ
リズム的視点と異国趣味ロマン主義の拒絶は、既存のムーイ・インディ絵画に対するアンチテーゼとなった。絵画は、民
衆の生活と感情を、およびその奥深くにある革命の精神を表現するために用いられたのである。この時期に含まれるアー
ティストとしては、スジョヨノ、ヘンドラ・グナワン、アファンディ、トルブス・スダルソノ、アムルス・ナタルシャ、ジョニ・
トリスノなどが挙げられる。

3. 1960年代後半、普遍的ヒューマニズムの美学パラダイムが強力となった。視覚芸術の制作は政治的影響から解放された。
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個人の意識と表現の自由が評価されたことで、さまざまな形式による表現へとアーティストたちは乗り出していく。また、
その作品の性質には、モダニズムと発展の影響が顕著である。さまざまな表現を取る個々人の創作は、感情と情動（リリシ
ズム）に重点を置いていた。直感的、想像的、装飾的、非形式的で即興的な性質を持つ視覚的事象が生み出された。この
時期優勢であったのは抽象芸術である。そうした作品を生み出したアーティストとして、アフマド・サダリ、Ａ・Ｄ・ピロウス、
スリ・ハディ、ポポ・イスカンダル、ファジャール・シディーク、ウィダヤット、ザイニ、ナシャル、ルスリなどが挙げられる。

4. 1974年以後、複数的コンテクスチュアリズムの美学パラダイムが生まれた。アーティスト個人の感情に没入するより、ア
クチュアルな社会問題のほうが重要だと考えられるようになったのである。この新たな運動は、個人的でリリカルな視覚
芸術形式に抗するものとして生まれた。このパラダイムは発展をつづけ、1980年代には、インドネシア現代視覚芸術の
ジンテーゼとなるに至る。その性質は、分析的でコンテクスチュアルで、参加的な創作プロセスから生まれた。それらは
また、ファイン・アートの壁、ハイ・アートとロウ・アートのあいだの壁を突き破り、複数的価値観を表現するものであった。
コラージュ、レディメイドの適用、インスタレーション・アート、環境アート、パフォーマンス・アートなどのさまざまなメディ
アを通じ、新たな表現を追求しようとしている。リアリズム・メディアは写真技術も応用し、スーパーリアリズム（フォト
リアリズム）を達成した。こうしたメディアによる作品は、インドネシア・ニュー・アート・ムーブメント（Gerakan Seni 
Rupa Baru（GSRB））のアーティストたち、たとえばジム・スパンカット、ＦＸハルソノ、ニョマン・ヌアルタ、ボンヨン・
ムルニ・アルディ、デデ・エリ・スプリアによって発表されているが、そうした特徴を持つ作品は、彼らだけにとどまる
ものではない。

5. 20世紀終盤から現代、新たなジンテーゼとなりつつあるパラダイムがある。1980年代から1990年代にかけて、インド
ネシア視覚芸術にはリリシズムと非リリシズムの二極があった。その中間には、両極を調和させようとする中道派のアー
ティストたちが存在していた。彼らはカンヴァスを捨てて新しいマテリアルに取り組むことで、新たな表現を達成したが、
リリシズム的視点を否定するものではなかった。支持はまだ充分に得られなかったものの、これはジンテーゼへの道を開
きうるものだった。また、超現実主義や抽象表現主義などの傾向を持つ、昔ながらの作品もあった。マルチメディアを用
いる若いアーティストたちの多くは、ニュー・アート・ムーブメントのアーティストたちのように美学的コンセプトや社会
的視点に固執したりはせず、どの派閥にもくみせず自由である。リリシズムもいまだ用いられているが、パフォーマンス・アー
トやインスタレーション・アート、ビデオ・アートも彼らは制作している。彼らはまた、社会現象も複数の角度から見ている。
主なアーティストにはヘリ・ドノ、ダダン・クリスタント、ティスナ・サンジャヤ、マリダ・ナスティオン、ヘンドラワン・
リアントなどがいる。他方、リリシズムを用いていた若いアーティストたちは、口当たりのよさや個人的想像力、秘教性に
飽き、社会の反応にもうんざりするようになった。ケロンポック・タリン・パディの作品に見られるように、彼らは伝統
的シンボルを用いながらさまざまなスタイルで社会的コメントをしたり、大衆を挑発するような姿勢を取ったりしている。

　以上に概略を述べた、インドネシア視覚美術史の時代区分から、アジア視覚芸術の歴史は、インターナショナリゼーション
のプロセスによって発展したのだと結論できる。アジアにおいて近代化現象が別のかたちを取ったという事実は、作品制作に
つながるさまざまな伝統と文化の力がいかに強力であったかを示している。この事実はまた、アジアにおいて新たな芸術を展
開していくために、何が必要かという問いに答えるものでもある。けれども、新たなインターナショナリゼーションの高まり
を背に、アジアの遺産と資源をどう用いるべきであるかを、われわれは深く考えねばならない。伝統はもはや、ただ価値のす
ぐれたものというだけでなく、批判対象としても表現されており、既存の価値と停滞は再び挑戦対象となっている。この場合、
国際的に参照されてきたポストモダニズム的思考も、考察されねばならないだろう。

アグース・ブルハン（インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校副学長）

インドネシア芸術大学デンパサール校
　インドネシア芸術大学デンパサール校主催の国際芸術祭開会式に関連して、アジアにおける芸術の創造的な発展について
述べたいと思う。この催しは2007年11月21日にバリ島のサヌールビーチで行われた。インドネシアの芸術学校のみならず、
地方のコミュニティ、パプア州アスマット、アジアや世界の国際芸術学校や大学から参加者があった。
　この芸術祭はアジアにおける芸術、特にパフォーミング・アーツの創造性開発の一例となる成果を収めました。芸術と文化
が美的に融合した「内外の文化芸術のコラボレーション」で、コラボレーションというのがキーワードである。文化内あるい
は国家文化的コラボレーションとは、或る一つの国の伝統的な要素を採り入れながら新しい形の作品を生み出すことであり、
相互文化的コラボレーションとは、複数の国の伝統的な要素を採り入れてコラボレーションを行うことだと私は考えている。
　この国際芸術祭は大変ユニークで多くの独創的な発想を呼び起こした。私はこの重要なアーツサミットにて、 自らの芸術的
コラボレーションの経験を皆様と分かち合い、そのようなコラボレーションが、アジアで生まれる新しい芸術に光を当てるこ
とを願っている。

イ・ワヤン・ライ S. MA（インドネシア芸術大学デンパサール校学長）
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新しいバリの楽曲の創造性

　バリの芸術家たちによる過去30年間の絶えまない創造性の探求が、パフォーミング・アーツの様々な分野において根本的
な変化を起こした。音楽では、形式や外観だけでなく内容や音楽的アイデアにも創造性が発揮されている。現在の新しいバリ
の楽曲には幅広い美的感覚と遠近感があり、いかに作曲されたかだけでなく、これまでの作曲と違う表現に対する考え方が
表れている。新しく生み出されたバリの作曲と並行して、音楽を通して表現される現実の認識の仕方にも変化が起こった。今
までバリの音楽を評価する基本的要素は、声の質、独創性、音価、演奏技術、内容であった。今は、音楽の美しさは感性的
なものだけでなく、周りの世界に反応する論理的な知性の問題や態度を表わすようになった。この現象が芸術家たちの創造
性に対する考え方と、既存の芸術に対する享楽様式との葛藤に特徴づけられていることは否定できないだろう。
　この30年間におけるバリ音楽の創作には、新しく美しい表現を生み出したいという要求と情熱が３つの分野で示されてい
る。先ず伝統保持の考えを理解しようとする新しい精神である。ひとつには、創造的な意志を持ったバリの作曲家は、間違っ
た伝統保存の考え方を指摘している。芸術を保持することは「守る」だけでなく、それを永久に存続させることである。第二は、
バリの音楽をグローバルなコンテキストの中に組み込むこと。グローバルとローカルが相乗作用を起こせば、よりオープンで
新しいコンセプトが生まれるという意味でグローバリゼーションは楽観的に捉えられている。バリの作曲家は、近代化、合理
性、異文化間の相互作用を大切に思い、自主的でオープンな態度に同等に触発されながら国家間の対話に関わっている。第
三は、イデオロギーによって引き起こされる。創造的な芸術家は、行動を起こすための秘訣またはパターンとしてイデオロギー
の上部構造と切り離すことはできない。積極的に活動するバリの作曲家を奮起させる３つのイデオロギーは、献身、競争に対
する自尊心、経済的動機である。
　新しいバリの楽曲の創造性の基本は、音声、音楽性、新しい形を生み出すための再構築の方法などの面で伝統音楽の考え
方を解体することから据えられた。一般的に解体には二つの形式がある。新しい音楽の創造を生み出す折衷的解体と、実験
的な音楽を生み出す革新的解体である。折衷的解体は、残しておくべき中身をそのまま残すか、既存の音楽の各形式を修正
変化させることで行う。革新的解体は、「不規則性」と自由創造の気配を感じさせる「珍しさ」のパラダイムで導かれる。こ
のように既存の音楽に対する革新的で過激な方法が変化を進めてきた。目標は、作曲を楽しみながら人生をより深く味わえ
るような時代の新しい命題を見出すことである。
　新しいバリの楽曲を創造することは、バリの作曲家、バリ音楽の存在、新しいバリの楽曲に価値を与える人々の態度に影響
を与えた。作曲家に与えた心理的影響は革新への自由を得たこと、社会的影響は彼らの社会的地位が上がったこと、経済的
影響は創造性への関わり方が直接・間接を問わず、金銭的な恵みをもたらしたことである。創造性がバリ音楽の存在に与え
た影響は質と量の両方で見ることが出来る。量の面では、新しい作品が「雨後のタケノコのように」生まれた。創造性がどの
作曲家にも実験をする機会を与えたからである。質の面では、形式や表現という物理的な面の開発と、象徴的な意味、言葉
による伝達、イメージなどコンセプトの理解において影響を与えている。創造性がバリの人々の態度に与えた影響としては、
音楽の様々な新しい枠組みに偏見がなくなったこと、一部の人々の民族中心主義に価値を置かないようにしたことだ。この態
度はバリの人々の自国の音楽に対する関心、評価、誇りに反映されている。

イ・グデ・アルヤ・スギャルタ（インドネシア芸術大学デンパサール校財務担当副学長）

ベトナム美術大学

ベトナム美術史の文脈からの視点

　ベトナムは、湿潤な稲作文明を基盤とした農耕文化に深く根差すとともに、海外のさまざまな文化的要素の影響を受け続け、
さらには4000年の歴史的経緯における独特の政治的変動の結果、アジア諸国の中でも特異な美術や工芸の伝統を持つ国で
あるといえる。
　ベトナムの初期の歴史は、独立に向けた絶え間ない苦悩の連続であった。最初の千年紀は中国による支配だったが、それ
はやがて９世紀には終焉を迎えた。芸術や文化に限らず、習慣、宗教、教育など、ベトナムのあらゆる側面においてかつて
中国の封建文化との類似性が認められるのはこのためである。
　1925年以前のベトナムにおける美術は、単に伝統工芸、民族彫刻、および紙絵画（ハン・トンの民族絵画、キム・ホアンやドン・
ホのようなライス・ペーパーに印刷された版画）が知られるのみであった。伝統美術において、「アーティスト」という概念
は存在しなかった。その代わり、ベトナムにおいては、工芸職人や工芸村が中心的な存在であった。職人たちは宗教組織や
王侯貴族に仕える存在だったが、チームでの共同作業によって、金銀を施した王家の宮殿や仏像といった共同彫刻や建築へ
の装飾など、規模の大きい仕事に取り組んでいた。
　1925年という年は、ベトナム芸術の発展において、ひとつの大きな転換点となった。第一に、この年、フランスによりハ
ノイの地にインドシナ芸術学校（ベトナム美術大学 VNUFA の前身）が設立された。第二に、この年、ベトナム近代芸術が生
まれたと言われている。インドシナ期と呼ばれる1925年から1945年の間は、ベトナムにおいて若い近代芸術が花開いた時
代だと言われているが、それを証明するように、ニューエン・ギア・トリ、ト・ゴック・ヴァン、トラン・ヴァン・キャンといっ
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たベトナム美術の巨匠が台頭してきた。ベトナム社会において「アーティスト」という概念が生み出されたのはまさにこの時
代である。さらには、この時代になってようやくベトナムの美大生たちが、解剖学、パースペクティブ、人物画、絵画、油絵、
鉛筆画といった西洋美術の学術的基盤に触れるようになった。また、この時代のアーティストたちの美術制作の発展に貢献し
た２つの新しい（しかし伝統に根差した）材料が発見された。幾多の試行錯誤の後、ベトナム人アーティストたちは、かつて
贈答品用だけに使われてきた漆塗りと絹をベトナムの現代美術におけるオリジナルな材料へと昇華させることに成功した。
　1945年９月にフランスから独立したものの、ベトナムはアメリカとの戦争に突入し、1975年まで解放を勝ち取ることがで
きなかった。 ベトナムにおけるアーティストの第一世代（1925年～1945年）は、当時の社会問題を取り上げることを避け、
西洋文化の影響を受けた風景画や人物画を描いてきた。これに対して、第二世代のアーティストたちは、ロマン主義的スタイ
ルから脱却し、ソ連が主導した社会主義的リアリズムの影響により革命運動を主題とするようになった。この時代の芸術の役
割は革命運動を表現することだった。さもなければアーティストは批判の対象となったのである。1960年は、社会主義的リ
アリズム絵画の発展のピークと見なすことができる。
　1986年のドイモイ（改革）は、ベトナムにおける経済改革政策に与えられた名称である。市場経済、商業主義、マスメディア、
そしてグローバリゼーションは、アートのムーブメントにもドイモイの影響をもたらした。アーティストは、強い創造性により
自らの思想を表現する自由を獲得した。アジア地域の、および国際的なパートナーおよび機関との学術交流を通じて、インス
タレーション、パフォーマンス、ポップ・アートおよびビデオ・アートといった現代芸術のフィールドが活況を帯びてきている。
　2003年から2009年にかけて、VNUFA およびウメオ美術アカデミー（スウェーデン）の間で設立された SIDA 基金から
の助成による交流事業が展開された。スウェーデンの専門家による支援の甲斐もあり、2007年以降、ビデオ・アートが公式
に VNUFAのカリキュラムに組み込まれた。同様に、漆塗り、絹、木工細工といったベトナムの伝統的な芸術材料も、交流展
示やセミナー活動を通じてヨーロッパにおいて認知度が高まっている。
　ベトナムにおけるアートを取り巻く歴史的背景をふり返りながら、与えられた三つの主題に応えるために、次の考えを示唆
したい :

1. アジアの新しいアート表現の創造に向けて何が必要か？
・アーティストが自らの才能を活かすことができるようにするための政府によるマクロスケールでのマネジメント。
・現代社会におけるアーティストの役割の再定義。
・アジアの美術学校と大学の共同がより強化されるべき。特に、アジア全域におけるアートと文化的知見の交流に向けた
講師や学生の交換の強化。
・現代的な実験芸術を教育カリキュラムに組み込むこと。若い世代が国際的なアートムーブメントや潮流につねに触れら
れるようにすること。
・より効果的な国際コミュニケーションに向けた英語力の強化。

2. アジアにおいて、ユニークで創造性の高いアートが進化する可能性を高めるにはどうすれば良いか？
・それぞれの国と地域において、それぞれの伝統的アートとの関係から見つけることができる。
・伝統と近代的なスタイルを融合する実験。
・工芸とアートの両方において、地域的な芸術品の質的向上に向けた共同研究。

3. 「人類」の生活をより豊かなものにするためにアジアの文化遺産はどのように発展すべきか？
・参加者の活動情報を共有するインターネット・ウェブサイト（例えばデジタル・ライブラリーの形式で）を通してアジア
の芸術アカデミーおよび大学の間のネットワークを確立し、参加可能なものにすること。
・芸術教育を通じて一般大衆の芸術に関する知識を向上し、アジアの文化的エリートを育てること。
・アジア地域とその他の世界との間で、文化的交流と統合を図ること。
・マスメディア、コミュニケーション、アートマガジン、専門的定期刊行物、広報誌の活用。

ホーチミン市美術大学
　現代世界の動向では、情報技術が生活の様々な領域で、人間同士や人間と社会のつながりを急速に圧倒しかねない勢いを
持っている。特定の地域内、あるいは全世界において、国家や民族を超えて芸術の交流が行われている様子も、明確に見て
取ることができる。
　我々はその土地本来の文化の美学や芸術家の精神的創造物が常に多少なりとも創作行為に影響を与えることを知っている
が、社会的見地に立てば、芸術家自身も特定の時代に特定のコミュニティに属する人間である。
　したがって複数の国家や民族に影響を与える、平和への欲求、友愛、愛情、人間性、自然災害を前にした人類の運命といっ
たグローバルな問題は、特定の国のみならず同じ地域内の複数の国の共感・理解・支持を得られる強力で明快なメッセージ
を表現するため、新たな手法を導入するという課題を芸術家に与え続けてきた。
　創造的精神が持つ変化への欲求と、新しい時代や社会の潮流に適応する表現方法は、動的プロセスや連続的に変化する芸
術である。したがって、芸術はその立場や、時代や歴史の変化における役割を自ら定めることができる。そのため、アジア
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における芸術的創造の統合は、国際化傾向の中での創造の価値体系について、意見が満場一致にならないかぎりは成しえな
い。それはもちろん、例えば各国、各民族の文化や芸術的価値を土台とした人間性や倫理観など、その時代の基本的な人間
的価値も同様である。この統合への目標は方向性という面でしか意味を持たない。それは均一化を否定し、独自の創造プロ
セスや芸術家の個人的スタイルを無効化することはない。
　美術は、各土地固有の文化のもつ言語の障壁を考えると、比較的アプローチの容易な視覚芸術である。各国・各民族の個
性を表現する特定の色彩や芸術的ボキャブラリー、伝統的素材などは、現在から未来に至るまで、人間文明をより豊かに彩
るアジア文化や芸術的財産の多様な発展にふさわしいイメージを創り上げるであろう。

ベトナム国家音楽学院

人類の文化を豊かにするアジアの無形文化財

　文化遺産は歴史と未来を担っている。その長期的維持に向けて、遺産は保存されるだけでなく、現代生活の中で位置づけ
られている必要がある。それゆえに文化遺産を創造的な芸術に組み込むことは非常に重要であり、またそのことは東洋文化
に格別な関心をもたらすことにもなる。
　ここで、無形文化財が創造芸術に果たす役割について話をしたい。無形文化財それ自体も人間の活動に密接に結びついた
ものではあるが、それは有限の寿命を持つ個人の生とともにあるだけにとどまらず、またそこに閉じ込められるべきものでも
ない。時にすでに他界した人間が、国民や国に遺産をもたらすこともある。無形文化財の保存は、その価値を維持できる人
間を守ることだということもできる。
　経験的に、近代化が進むにつれて、多くの無形文化が失われてしまうが、我々はそれを長期間にわたり保存するために、
その記録や情報化に取り組んでいる。無形文化財を保存するために、二つの方法がある。

・静的なものに変換すること：動画、写真、音声により詳細に記録すること（必要に応じて編集処理を行う）
・活動の保存：遺産をコミュニティとの関わりにおいて保存すること。コミュニティは遺産にとって不可欠である。誰もそれを
置き換えることはできない。コミュニティとともに保存することについては、例えその関係が変化しても人びとの中に文化
遺産の「魂」は維持されていく。プロセスをコントロールすればそれも可能である。多様な気持ちと結びついている。我々
は、それが新しい社会の中で生きながらえるための条件を積極的につくり出す必要がある。この方法は、アジアの現代芸
術の新しい形態を生み出すことになるだろう。

シラパコーン大学
　一般的に東洋文化の起源と伝統は、宗教や信仰、さらには我々の伝統的な文化に根差した生き方と地続きの文化と結びつ
いていると理解されている。アジアの文化的コンテクストは、それゆえに多様で、そして東洋の魂および長所の多くが、常に
私たちの創造的な考えおよび文化的表現を深めてくれている 。解りやすい例として、タイにおける伝統的なアートはいつで
も宗教的な目的や公衆から広く認められ、尊敬されている施設との関係において作品が作られてきた。この意味で美術は信
仰や長い時間をかけて培われてきた人類学な態度に関する文化と関係しているのである。

　しかしながら、これまでアジアの芸術の文化的表現は、 宗教と伝統のために存在してきた。多くの寺院、卒塔婆および宮殿
の壁画において顕著だが、この傾向は近代様式からの影響が強くなるまで趨勢だった。東洋の芸術家が自分たちの伝統的な
芸術表現が、世界に対して引けを取らない現代性と普遍性をもつことを理解し、それに歩み寄ることができるようになると、
アジアのアーティストたちによる芸術的創造性の傾向や方向性は、近代的な表現形態へと変わっていった。ここで、私たちは、
深く根付いた伝統から飛躍し、そこから確かな一歩を踏み出せる東洋のアーティストの強さや文化的状況を見ることができた。
東洋思想と、より広範な交流の統合に根差したアジアの現代アートの表現形式は、文化や伝統の堅さや安定性を反映するも
のであると同時に、西洋地域よりも深いアジア地域の歴史に光を当ててきた。例えば、米国は200年の歴史を持つが、中国、
日本あるいは韓国は1000年にも及ぶ文化的コンテクストや歴史を持っている。これらの地域の美術品における精神性や特
長は、後に各国家の文化遺産になるが、それぞれ異なる特長を持つ。

　芸術的創造性および美術作品の進歩は、アジアのアイデンティティとして読み替えられるが、それはグローバルな美術業界
で注目されている。この傾向は、斬新なコンセプトをもち、多くのアートコンペティションでめざましい活躍をしている数多く
のタイ人アーティストの作品からも見て取れる。例えば、タイのアーティスト、リクリット・ティラヴァニャは、東洋的な感覚
と現代芸術の創作活動の新しいプロセスの概念の統合を通じて、自らの創作活動においてタイのヌードルをモチーフとして取
り上げて、西洋社会に新たな視野を提示した。彼の作品は、ヴェネチア・ビエンナーレのような世界的なアートの祭典にお
いても展示されている。
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　もう一人のタイのアーティスト、 サカリン・クエル＝オンは、グローバルな現代アート展ドクメンタに招待された際、「稲作」
何千年を超える東洋の文化をドイツ・カッセルにあるヴィルヘルムスヘーエ城に出現させたのである。アートにおける進歩的
な概念に基づいた文化的ムーブメント、あるいは一つの文化から別の文化への変容の軌跡は、確かな成果としてすぐに結実
しにくいものではあるが、いずれも人類学的かつ社会学的な観点から、二つの対比的な文化の融合に結実する紛れもない文
化的ムーブメントである。ドイツ人が、GMOと呼ばれる遺伝子操作への恐怖心から、 政府からの許可なしではじゃがいもの
栽培ができなかったとき、真実または自然の法則を超えた思想的枠組みが彼らの人類に対する興味を掻き立て、強力な表現
を伴う独自の創造性を持った芸術的エッセンスをそれぞれのアーティストの中に形成した。これは、多くの東洋の芸術家が、
映画制作、音楽、その他の芸術分野で広く受け入れられるようになったことに見られる。特に、東洋あるいはアジアの芸術
家が、現代的で実験的な方法で創作活動を行なうために繰り返された表現形態の限界を超えた活動を展開しようとする場合
において。従って、そのような芸術家の作品は、彼らの伝統的なコンテクストや、我々のアジア的アイデンティティだった際立っ
た強さや強度を表現できたのである。

ラサール芸術大学
　アジア芸術は21世紀になってもなお、伝統的芸術の保存・振興と、現代美術の発展・振興を対立させる議論に煩わされて
おり、それは経済発展や台頭しつつある豊かで流動的な社会と明らかに連動している。伝統的工芸の維持保存は、グローバ
ル化と国際化という変化の両輪に生産と流通を維持する機会を見出した。
　この流れの例証は数多くあり、グローバル化も国際化も発達するアジア経済における文化政策のツールとして利用されてき
た。
　なかでも国際化は有用だった。たとえば、私はインドネシアのガムラン音楽が世界中の音楽にとりいれられるようになった
様を思い出す。一方でグローバル化はアジアン・アートを、都市で流動する文化にアクセントをつける単なるブランド、装飾品、
消費物に貶めてしまった。その例として思い浮かぶのがMTVスタイルのアジアのポピュラーミュージックである。
　急速な経済発展をとげてきた東南アジア一帯は、美術と文化の長い歴史を持っている。グローバルな舞台で存在をアピー
ルする、優れた教育を受け自信をもったアジア人が増え、アーティストたちは彼らの歴史や伝統を振り返ることで存在意義の
新たな表現方法を模索している。そこでは、伝統は歴史・宗教・系譜学・文化の保存であり現代美術はスピード・同時代性・
自然発生的でクリエイティブな企てであるといった、不毛な二項対立は消滅している。
　シンガポールのラサール芸術大学は伝統を現代へと向かう原動力とみなしている。パフォーミングアーツの一年生はガムラ
ンを教わりバレエにも触れた後で現代舞踊に取り組む。それ以上に我々が重視しているのは、複数の芸術形態・ジャンル・技術・
思想を横断するコラボレーションによって、歴史と伝統と現代性をあわせもつ芸術の新たな形の発展を追求することである。
その目的は、自らの居場所に根差しつつグローバルな精神で発想する新世代の芸術家たちに語りかける、多分野を包括する
新たなボキャブラリーを育むことである。それがすなわち、新しきものへの投資なのだ。

愛知県立芸術大学
　この文章を書くにあたり、議題のテーマを的確に理解しているかどうか、自信を持つことができません。あるいはこの発言
は的外れであるかも知れない、という疑念を持ちながらの発言であり、そのことを始めにお詫びし、お断りしておきます。
　アジアには様々な国々があり、それぞれの民族、風土、歴史、を踏まえた文化をもっていることは自明であります。その多
様性の中で、文化についてアジアとして一様にくくることが果たして適切なことなのかどうか、むしろ、アジア地域に属する
国々、いや国というより、より細かい地域や文化を丁寧に探ることが、最も重要なことではないかと考えます。それには芸術
家が国や国家を越えた意識を持てるかどうかが問われます。広く様々な文化の在り方を受け入れ、それを尊重し、尊敬できる
視野の広さと柔軟性、また謙虚さが必要であり、それがまず我々が持たなければならない基本的姿勢でしょう。
　このサミットにおけるテーマの「アジアにおける芸術の独創的展開」という言葉の「芸術」が何を指すのか、はっきりさせ
ておかなければなりません。アジア各地特有の美術や音楽等の伝統的独創性なのか、そうした土壌から生まれた今日的芸術
なのか。伝統的なものを保存し、それを世界に伝えるというのであれば分かり易いですが、現代に生まれる現代の芸術を指
すのであれば、それは多岐に渡り、必ずしもアジア的と、一概には言い切れないのではないでしょうか。風土や文化は芸術
家に大きな影響を与え、その人間形成に大きな意味を持ち、表現者としての基盤となることは確かですが、実作者にとって
の芸術は基本的に個のものであり、結果としてアジアの一員であることではあっても、その個人にとって、最初からアジアを
掲げることが必要だとは、必ずしも言えないのではないでしょうか。個人としての実作者が受ける影響は、様々であり、その
なかには西欧の文化の影響も少なからずあるでしょう。
　これまで日本にも他国から様々な文化がもたらされました。この土地固有の縄文人の文化、渡来の弥生人の文化、古来の
神々、仏教、儒教、キリスト教、それらは重なりながら今の日本の文化を形成してきたと言われます。そうした中から生まれ
る芸術をひとつのカテゴリーのなかに整理することは難しいでしょう。これは私自身の資質の問題であるかも知れませんが、
大きな括りを考えることよりも、小さな文化や芸術を丹念に掬い取り、それを尊重することの方が大切であり、そのための活
動に力を入れるべきだと考えます。そしてそれが、経済と科学を偏重し、疲弊した現代社会に対する警鐘や打開へのヒントを
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生み出す機会になれば、社会への最も有効な意味を持つことになるでしょう。
　私自身のことを言えば、これまで近隣のアジアの文化に対して、特別の関心を抱くことが少なかったことに、その不明を恥
じるばかりです。アジアの中の様々の文化、思想を知ることは、日本人として暮らす自分を取り巻く文化、自分そのものを顧
みる機会となります。そしてそれにはできる限り知ろうとする意欲と、実際にその土地を訪れる機会を積極的に増やすこと、
人的な交流が不可欠でしょう。
　数少ない経験の中で言えば、数年前に内モンゴルを訪ねる機会を得たとき、そこで草原の暮らしをほんの少し垣間見るこ
とができました。そこで草原には決まった道がない、ということを知りました。一つの道は何年か使うと、その道の大地の再
生のために、別の道に変えるということ。それがモンゴル人の暮らし方であり、自然との向き合い方であることに、日本に暮
らす私の常識は見事に覆させられました。しかし、そうした暮らしや自然観も少しずつ失われてゆくようであります。
　「アジア」と区切ることが適当であるかどうか分かりませんが、西欧がリードする現在の社会に対する提言として、「アジア」
にまだ残されている、人間が自然の一部であった文化を拾いだすことには、大きな意味があるように思います。「独創的」と
いうならば、現代社会が見失ったものを、もう一度「アジア」の中に見ることのような気がします。アジアの芸術の独創性と
いうことが、経済を基盤とする現代社会の価値観から離れて、それぞれの文化を背景にした、自由な発想から生まれること
を期待したいと思います。
　この議題の「アジアにおける芸術の独創的展開」を考えるとき、アジアとして区切ることから始めずに、アジア地域のそれ
ぞれの芸術大学が、その地域の様々な芸術活動を丹念に拾い集めることから始めて、その中からアジア的なるものを見つけ
出すことが、私には有効な道筋に思えます。このサミットがそのきっかけとなり、アジアの人々が芸術を通して、理解を深め、
アジア的なるものが人間社会の再生に資することが出来れば、最も価値あることになるでしょう。

沖縄県立芸術大学

アジアの芸術の展開において必要なもの

　西洋を中心とした、いわゆる近代芸術は、個性を尊重し、それぞれの個人の中の美の追究というかたちに展開してきた。
しかしアジアの芸術は、日々の生活の中から生まれ、個人を越えた民族のアイデンティティの確認のためであったり、人間を
取り巻く自然の摂理の探求という方向に展開してきた。特に東アジアの伝統芸術の精神は、「道」を求めることといえる。和歌、
茶道、花道、絵画、彫刻、染織、金工、音楽、能、舞踊、武道などの諸芸術は、大自然を貫く真理の追求に他ならない。そ
のためには、習熟を重ねることによって、人間と自然の存在を察することができる境地に達するようになるのである。近代ま
でにおいては、他の芸術文化との接触によって、アジアの伝統芸術は、より深化してきたことはまぎれもない。そして、その
深化は固有な芸術文化の熟成の方向であったといえる。
　しかし現代の国際化社会において人々の生活の近代化とともに、日々の生活の中では、日常生活にかかわる伝統的な物質
文化は、とりわけ急速に失われつつある。祭祀などの精神文化は穏やかな変容を遂げるのが通常である。その結果、近代的
な衣服を着たり、別の民族衣装を借用して祭祀を行うというような形骸化した伝統文化が目立つようになる。日々の生活の
中から生まれ自然の「道」を探求しようとするアジアの芸術は、その性格を変えようとしているのが現状である。
　アジアの新たな芸術の展開のためには、西洋的な個性の美の追究を手法とするのではなく、アジアに共通する芸術哲学を
探り、明らかにしていくことから始める必用があろう。自然の摂理の追求という共通の理念の上に、共有できる世界観・自
然観を培うことが大切である。アジアの独創的芸術のさらなる発展は、まずそれぞれ各地域における伝統芸術の技術と技能
の詳細な記録と、芸術哲学の確立が必用と考える。すなわち実技と理論の融合である。次に、芸術大学のような高等教育研
究機関における西洋芸術とアジアの伝統芸術の相互教育であろう。
　真に人間の豊かさに資するためにアジアの文化遺産をどのように展開するかについては、無形文化財と有形文化財という
概念の認知と保護政策が大切と考える。文化資産の正確な把握の上の、新たな展開の可能性が創出されると考えられる。

柳 悦州

金沢美術工芸大学

アジアにおけるCLAY WORKの独創的展開

　今回のシンポジウムの第一のテーマである「アジアにおける芸術の独創的展開」に接して、アジアの呼称について戸惑い
を感じた。一言でアジアといっても地域の呼び名として、これほど広大な範囲を占めて多様で個性的な文化を保持する地域を
網羅して論ずる自信はない。
　私は陶芸の素材や技法を応用して造形活動をしている。セラミックアートやCLAY WORKの作家と呼ばれている。よって、
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ここでは東アジアに視点を向けて、地理的に最も近くて歴史的に最も濃厚な関係にあった、韓国と中国と日本の３国の焼き物
について、その歴史を遡り現代の状況に至った根拠を探り、「アジアにおけるCLAY WORKの独創的展開」の序論としたい。

　世界で歴史上最も古い焼き物は、最近の発掘調査の報告によれば、１万数千年前から２万年を超えるほどに遡る。３国とも
初期の土器は素朴な形をして良く似ている。但し、紀元前4000年から紀元前2000年にかけて中国新石器時代，甘粛省仰韶
文化の彩陶（別名アンダーソン土器）は別格であった。端正な形状で丁寧に仕上げられた、橙色の土器の表面に波状文、円文、
曲線直線の幾何学文が黒褐色・黒彩で明解に彩色された、他に類を見ない土器が登場する。
　日本列島では、紀元前2500年前後に登場した縄文時代中期の土器の場合、火炎土器の名のとおり燃え盛る炎の形を模し
たような隆線による複雑な形状が、使うことを拒否するかのように大胆に表現されている。自然発生的に突然変異と思える
ほどに独創的な造形が生まれている。
　粘土を捏ねて形を作り、約800℃以上の高温で焼けば焼き物が出来る。水に浸けても元の土には戻らない。腐敗すること
なく殆ど永久に残る。土器などの膨大な発掘資料や、伝世された焼き物が、歴史の編年の根拠にされたといっても過言では
ない。中国、韓国、日本の陶磁器の歴史年表を並列して眺めてみると、いかに中国が圧倒的に優れて陶磁器の先進国であっ
たかが良く分かる。紀元前1500年前後に1200℃以上の高温で還元焼成した灰陶が出現する。それまでの土器と違い硬質
で吸水性が低く丈夫であった。この技法が朝鮮半島に伝わるのは紀元３～４世紀で陶質土器と呼ばれている。日本列島には５
世紀前半に伝わった。日本では須恵器と呼ぶ。半島のものと区別できないほど類似した形状が多い。これは明らかに朝鮮半
島からの渡来工人が、日本に渡り技法や様式を直接伝えた結果である。灰陶の系譜が中国大陸から日本列島に到達するまで
に、約1900年間の経過を要している。「もの」が伝播するということは交易による「もの」だけの移動や、作り手が移動し
て伝える場合がある。しかし、素材の調達が出来て、技術の裏づけが無ければ遠隔の地での再現は不可能である。生活用具
や呪術に関わる象徴的な偶像などの様式が，制作技法や使用目的も含めて、遠隔の異国の地に正確に到達することの困難は
想像を絶する。まして、焼き物の場合完成までのプロセスは大変複雑である。資材に関わる地理的、地質的条件が重要であり、
成形や焼成に関しては気候風土の影響も受けやすい。
　中国で開花して豊かに表現された焼き物がその後日本に伝わり、見事に独自の表現に昇華したもう一例を挙げてみる。
　三彩陶器の始まりは中近東と中国にあり、共に１～２世紀に開発された。酸化鉛を媒溶剤に使った鮮やかな緑釉と、褐釉や
黄釉の主に三色の低火度釉で艶やかに彩色されている。特に中国では６世紀後半から８世紀にかけて、皇帝や貴族の墓葬を
飾る明器（副葬品）が大量に作られた。器、俑（人物像）、ラクダや馬など当時の国際的な東西の交流の影響関係が、完成
度の高い技術と優れた造形よって濃厚に記録されている。中でも唐三彩は晩期には庶民にも広がり、輸出されて世界に広がる。
日本には意外と早く720年代には奈良三彩が作り出されている。当時の国の中枢の一部であった正倉院には、57点の三彩・
緑釉・白釉陶器と733年以前に記録された三彩焼造の関係文書が収蔵されている。当時の日本の三彩は、最盛期の唐三彩の
完成度には遥かに及ばないが、当時の流通交易の困難な状況にありながら、波濤を越えて短時間で日本列島にその情報が届
いたことや、三彩の制作が国家事業であったことを想像させることも重要なできごとであった。
　文化の正体は知の継承と言われる。手業によるものつくりの文化が、先進国の遠心力により周辺に広がり、長い年月をか
けて異質の文化と混ざり合い、ハイブリッドな文化が生まれた。今、模倣の時代は終り、夫々が独自に発信する時代が到来し
ている。お互いの歴史を知り、自己のアイデンティティを深く掘り下げてみることが最重要課題であると思う。

京都市立芸術大学
　まずはじめに、「アジアの伝統文化、芸術」に関し、「独創的展開」という表現を使うことには若干の違和感を覚える。な
ぜなら「独創性 originality」という概念は通常、個人の独創性について使われる欧米的・近代的概念であり、アジアの伝統
には本質的になじみにくい概念だからである。アジアの美術の伝統的な在り方を見ると、民族固有の伝統とその技法を重んじ、
指導的立場の個人はいても、工房による作品の制作が今日まで中心として広く行われてきた。またアジアの伝統芸能は、王
宮やその他様々な特定の階層のための音楽・舞踊の上演を基本としており、個人の創造性とはあくまでも伝統のなかで培わ
れた範囲内での新たな創造に他ならなかった。したがってこの発表においては、この「独創的」という概念を、「様々な文化
に固有な伝統と、それに基づく新たな創造」というように読み替えて、以下の議論を進めたい。
　この観点からこれまでのアジア芸術の交流の歴史を考えた場合、「国際化」の波はすでに1970年代に顕著に始まっていた
といえるであろう。日本においてはこの波は、1970年の大阪万国博覧会によって決定的に形づくられ、アジアの伝統芸術に
関する関心や情報量はこれ以降、飛躍的に増大した。国際交流基金をはじめとする公的機関による様々な国際展覧会の開催
や、「アジア伝統芸能の交流（Asian Traditional Performing Arts / ATPA）」の開催とそれによる効果はその後のアジア芸術
の交流に大きな足跡を残した。音楽で言うならばたとえばジャワの宮廷ガムランの演奏は、今日では欧米でも日本でも、民
族音楽学の授業のカリキュラムに取り入れられている。
　この波は、2000年以降はアジアの国々への旅行と、それに伴う観光の場での伝統文化の「鑑賞」へとつながり、一般的には、
アジアの文化に関する関心はかなり増大したといえるだろう。しかしながら、それにも拘らず、2012年の今日において、は
たしてアジアの国々の人々が、一体どれほど他のアジアの国々の文化・芸術について正確な知識を持っているかは疑問である。
大学の授業で映像を見ることはたまにあっても、アジアの他の地域の伝統芸能や新しい美術作品に実際に触れる機会はほと
んどない。日本の大学ならば、韓国や中国、インド、インドネシア等の芸術は学べる機会が比較的多いが、それ以外の国々の
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芸術文化については残念ながら学ぶ機会は少ない。今日では、アジアの美術の展覧会やアジアの音楽の演奏会は、民間ベー
スで行われることが多いが、そういう機会に積極的に参加する人々は多くの場合、アジアの文化に特に関心を持つ一定の人々
に限られている。
　以上のような現状を踏まえ、ここで出されている３つの問題については次のように答えたい。

1）アジアの新たな芸術を展開するには何が必要か。
　①　各国の実情に応じた芸術文化のサポートシステムをつくること。
　　　 アジアには様々な国があり、その経済的状況も様々であるために、画一的なシステムよりも、実情に応じたシステムの

構築を、委員会をつくって考えることが必要である。
　②　互いの交流を深め、定期的に自国のみならず、他の国々での展覧会や演奏会の機会を設けることが重要である。
2）アジア固有の独創的芸術のさらなる発展は、どこにあるか。
　1）で述べたことに加え、次のことが必要である。
　①　若手の作家や音楽家に対してアジアの大学が共同して何らかの奨学金制度を設けること。
　②　新たに創造された作品や、特別な音楽会に対して奨励賞を設け、経済的に後押しをすること。
　③　 アジアの国々には多くの少数民族が居住しているが、それぞれの民族の持つ固有の芸術文化の紹介や奨励、そのため

の経済的サポートを強化すること。「国家」とは政治的・経済的基盤ではあるが、民族性は、芸術創造の基盤となる個
人のアイデンティティを形成している重要な要素である。この点は特にアジアの芸術の在り方を考えるうえで重要であ
る。

3）真に「人間」の豊かさに資するためにはこのアジアの文化遺産をどのように展開してゆけばよいか。
　①　 1）・2）で述べたことが金権主義や経済主義に陥らず、芸術を通じての人間同士の交流へとつながるように努力すべ

きである。
　②　伝統文化に携わる人々が経済的に生活できるように配慮すべきである。
　③　自国の文化だけではなく、他の文化の芸術に触れる機会を増やすことも重要である。
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登壇者

モデレーター

テーマ2　「アジアの芸術　今後の連携の在り方」

ソウル大学校音楽大学
学長

キム ヨンウク

ソウル大学校美術大学
学長

イ シュンジョン

台北芸術大学
副校長

張 中煖

復旦大学上海視覚芸術学院
副院長

陈 汗青

新疆芸術学院
院長

艾尓肯 阿不都热依木

中国美術学院
副院長

宋 建明

上海音楽学院
院長

许 舒亜

中央音楽学院
院長

王 次炤

東京藝術大学
副学長

渡辺 健二
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概要

東京藝術大学
大学院映像研究科長

堀越 謙三

東京藝術大学
音楽学部長

植田 克己

沖縄県立芸術大学
学長

佐久本 嗣男

国立芸術文化遺産大学
学長

モハマド アザ カン

ベトナム国家音楽学院
学長

レ ヴァン トアン

インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校
学長

ヘルミエン クスマヤティ

韓國傳統文化大學校
教授

キム ジュン

韓国芸術綜合学校
映画・TV・マルチメディア学部長

ザン ユンヒ

かつて、ヨーロッパ各地域では民族の固有性を生かしつつも、総体として多様な表現、価値観を内包する文化を生み出す、

ゆるやかな一つの文化的共同体、創造的な「場」を形成してきた。

・長い歴史と文化的、人的、資源を持つアジアにおいて、豊かで、新たな文化を生み出す国々の連携や文化を超えての共

振を起こす事は可能なのだろうか。

・この共生の「場」、「ネットワーク」とは具体的にどのようなものであろうか。

「藝大アーツ・サミット2012」を契機に、それらがどのように実現できるかを話し合いたい。
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東京藝術大学

アジアの芸術 今後の連携の在り方への提言

　アジアの多様な文化・伝統に基づいた表現や技術、情報およびその研究を共有し、新たな文化の創造、発信を行っていく
ために、今、アジア各国の芸術大学間での『新しい連携』が求められている。折しも、インターネットを始めとするＩＴの世界
的な進化は著しく、デジタル技術による表現やその保存・再現技術の高度化、若い世代を中心にそのリテラシーの共有化が
進むなど、芸術の分野を取り囲む状況は大きく様変わりしてきている。
　これらの技術的、社会的変革をも積極的に取り入れつつ、我々にはどのような新しい連携が可能なのであろうか、そして
その連携はアジアの芸術・文化の発展にどのような寄与ができるのであろうか。

　我々はこれまで、アジア各国をはじめ世界の芸術大学や研究機関等と、学生・教員および研究者の交流、共同研究や展示会、
公演等の実施、芸術および芸術教育に関する情報の交換などの連携プログラムを行ってきた。その成果は大学の教育、研究
に大きく還元されており、我々が今後もこのような取り組みをますます積極的に行っていくことは言うまでもない。
　その上で、今回この「藝大アーツ・サミット2012」において、我々はあえて次のような実験的概念の提言を行いたいと思う。

　インターネット上に、新たに参加校の教員、研究者、学生等からなる「連携の場」を構築し、「バーチャル」な連携を推進する。
これまでの現実世界での「リアル」な連携に加え、「リアル」と「バーチャル」、２つの世界の総体として、より一層、大学間
の連携を深めていく。そのための『概念』を構築する。
　この『新しい連携の概念』を、アジア芸術大学間の情報交換、研究者や学生同士のコミュニケーション、教育研究成果の発
信を目的とした、「場」＝コモンズ（共有地）に例え、アジア芸術大学連携によるソーシャルネットワーク「アジア・アート・
コモンズ（AAC）」（仮称）と呼ぶこととしたい。

1. 「アジア・アート・コモンズ（AAC）」に期待される機能
新しい連携の概念「AAC」において、次の３つの機能が期待される。

①人的交流を支える「情報共有機能」
インターネットを利用して、各大学の実際の教育・研究の場についての情報や、そこで行われている授業やシンポジウム、イ
ベント、研究などの情報を共有化が期待できる。
Ustreamなどを使って、公演やシンポジウム等の生中継も可能である。
この大学間の情報共有化による教育、研究上の効果は絶大であり、それが相互理解を促進し、知の共有と新たな創造を生み
出し、将来的には、活発な人的交流に結び付いていくことは間違いない。
考えられるコンテンツイメージとしては以下のようなものがあげられる。
・「大学案内ムービー」 
・「各大学授業、研究記録公開」
・「シンポジウム、公演、イベント情報公開」

②情報の集約、発信をめざした「アーカイブ機能」と、「ギャラリー機能」
各芸術大学にとって、各学校で制作している作品、演奏記録等をデジタル的にどう保存、公開していくかは、大きな課題と関
心事となってきている。「AAC」は、各大学の学生や教員たちにより制作されている作品や、演奏等の音声データ、研究論文
などを、高画質、高音質で保存でき、閲覧できる機能が期待できる。

　「AAC」が、アジア共通の、高機能なデジタルアーカイブを保有し、そのコンテンツを参加校である研究者や学生が自由に
閲覧・視聴できる機能を持つことで、日々新たな表現をめざして作品制作、音楽活動を行っている各大学の教育や学生たち
の自己啓発に大きく貢献することは想像に難くない。更には、その蓄積を利用しての研究の広がりも期待され、第一次的な研
究資料の集積が図れる。
　これらのアーカイブの一般への「公開」については、公開の範囲や対象、作品の権利処理、海賊版対策など多くの検討課
題があげられるが、外部への「発信機能」という観点から見てみると、キュレーターや、プロデューサー、映画祭や音楽祭
のコンペティションオーガナイザーなどにとって、新たなアジアの最先端の表現が一堂に見られる大変貴重なギャラリーとな
りうる可能性があるのではないだろうか。
　コンテンツの保存と情報発信、この２つの機能を併せ持つ AACのアーカイブは、今後のアジア、更には世界のアートシー
ンの中心となっていくものである。
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③国際的な人材を育てる「共同制作、共同研究機能」および「インキュベーション機能」
社会、経済のグローバル化の流れを受け、研究および、作品制作、音楽活動の分野でも、国際的な視野とスキルを持ち、国
際的なコミュニケーション能力のある研究者、表現者の育成が求められている。そのためには、大学教育の早い段階から、
国際的な経験を教育プロセスの中に意識的に取り入れていく取り組みを行っていく必要がある。
　AACでは、skype を通じた学生相互の会話など、IT のコミュニケーション効果に着目し、共同制作、共同研究の場づくり
の機能を持っていくべきである。
　将来的には、大学間だけでなく、大学と企業、研究と産業といった国際的な異分野が共同で行う、制作、研究のプラットフォー
ム、およびインキュベーションの場としての活用も考えられる。

2. 「アジア・アート・コモンズ（略称：AAC）」の実現に向けて
　この「アジア・アート・コモンズ（AAC）の実現に向けては、まずは参加各大学のモチベーションの共有化が不可欠である。 
　特に、デジタルアーカイブとなると、それぞれの大学のインターネットに対する考え方との整合性や、独自事業などとの関係、
コンテンツの権利関係やセキュリティ対策なども検討しなければならない。
　このAAC事業の実現に向けて、完成年度を目指したステップアップ的な展開を検討していくことを提案する。



32 GEIDAI ARTS SUMMIT 2012

テーマ2　「アジアの芸術　今後の連携の在り方」

中央美術学院

アジア芸術に求められる結合方式

　複雑で多様な歴史を経て、アジア各国の間には、経済構造、社会体制、宗教信仰、文化的伝統といった面で違いがあり、
その芸術の形も必然的に豊かで複雑な、多様なものとなっている。しかし近年、ひとまとまりの「アジア芸術」としての価値
観を強調し、「アジア芸術」に特有な形を探し求め、自らの芸術的な立場、地位を改めて確認しようとする芸術家が多く現れ
てきている。そうした中で、アジア各国の芸術家が「アジア芸術」界内部での相互交流を開始し、「アジア芸術」界に「多元
併存」のなごやかな状況が出現している。この「多元併存」の形は今後、新しい「アジア芸術」の形となっていくかもしれな
い。あるいは、「同一化」ではない「多元併存」が「アジア芸術に求められる結合方式」となる可能性もある。

上海音楽学院
　長い歴史と豊かな文化的資源を有するアジアにおいて、さまざまな国々のアーティストが共同作業を行ない、新たな文化を
生み出すことは避けられない義務である。西洋的な芸術表現̶̶たとえば反復進行の組織的方法、サウンドの構築、音質融
合の実験などを含む音楽言語のモダニティ̶̶からつねにわれわれは学び、それらを取り入れる必要がある。だが他方、東
洋的思考を探究し、発掘する必要もある。というのも、「規則はあるが形式はない」といった、文化を超えて響き合う諸伝統は、
東洋の芸術表現方法というだけでなく、哲学的・文化的な思考方法でもあるからだ。この思考方法は、実行可能で合理的で
ありながら、なおきわめて自由な表現というものを可能にしてくれる。武満徹や周文中などの作曲家も、ヨーヨー・マなどの
アーティストも、および彼の「シルクロード」プロジェクト、ラヴィ・シャンカールのシタール芸術も、みなこの文化的思考
法を反映し、馥郁とした東洋の香りをたたえているのである。

 
中国美術学院

アジアの明日の為に、手を携えて協力を

　今回のフォーラムは、東京藝術大学創立125周年記念の祝賀の会となり、「アジアの芸術 今後の連携の在り方」をテーマと
したこのシンポジウムは、時代の呼び声に応えた形となっている。「アジア芸術」の命題の提起は、アジアと関連のある学界、
芸術家、教育家と学者にとって、興奮し、不案内で、困惑するものでもあるだろう。本来、「アジア芸術」というものは理の
当然の如くに存在しているものだが、その定義をも理性的に問われると、非常に曖昧模糊としている。もしアジア学界自身も、
そのことを混沌として感じるのであれば、「アジアの芸術 今後の連携の在り方」というテーマは非常に意義のあることなので
ある！　ここに、東京藝術大学創立125周年記念にお祝いを申し上げると同時に、この議題の提起に敬意を表する。

1. 「非西洋」のアジア芸術にされてしまったこと
　現在、世界の芸術界において、不成文の「主流」の観点がある。それは芸術を二大分類してしまうことである。即ち「西洋」
と「非西洋」である。そして、「西洋芸術」ははっきりと芸術史において整理された対象であり（例えば建築、彫刻、絵画など）、
それと「現代芸術」がある。土地が一番広く、人口が最も多く、悠久の歴史があり、文化が最も多元的なアジア、及びその
芸術は「非西洋」の範疇におさめられている。人々がアジアの文化の多様性や人類文明史を物珍しく語った時に、「アジア芸
術」はようやく「欠片」の形でまだらに現れるのである。ご存知のように、色々な原因が複雑なのだが、その最も主な原因は、
「非西洋」の事象はいつも西洋文化の構築の評価プラットフォームにおいてレビューされてしまうということなのだ。つまり、
如何に「非主流」の芸術価値を評価するかという命題は、「主流」の観点の必要性によって決められてしまうのである。西洋
において、ヨーロッパを中心としたフロンティア期においては、早期の古代ギリシアと古代ローマが輝かしい文明を作り上げ、
８世紀以上に渡る中世期以降の革命を経験し、その後も文芸復興、啓蒙運動、宗教革命、工業革命、民主運動、第二次世界
大戦、モダニズム、後期モダニズム及び幾度もの科学革命などの一連の思想界、知識界、芸術界、ないしイデオロギーと関
連のある研究機構、科学者と名士たちの深遠な反省を幾度も経験してきた。血なまぐさい嵐と理性解析の戦いの中で、「西洋」
の価値観と知識体系は精製されていったのである。彼らは、人類の発展方向及びその文明体系の構築とイノベーションの役
割を考え、時代の特色及びその価値認識の方法と基準を形成してきた。ヨーロッパは、100年余り、この「ヨーロッパ中心」
の意識を思想中核の基準として世界文明の価値解釈の方法を定義、分類し、既に現代においてそれは「国際基準」となって
いる。
　同時に、アジアでは、日本の「明治維新」の時代を除き、その他の国、民族グループは、明らかにこのような全体的な「洗
礼」を受けてはおらず、依然として「原始風」にそれぞれの民族の軌道と発展リズムに沿って自らの文化と芸術を演繹してきた。
中国においては、1840年の「阿片戦争」における強い砲煙と円明園の廃墟の中で広大な帝国はようやく、「天下」は「中国」
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を中心に回っていないことを認識した。その代価として、その後の100年の間は、侵略の繰り返しと経済と文化の衰退の歴史
であり、この30年の間にようやく、国はその復興の道を見つけたのである。その要因は周知の通り、アジアとアジア文化や
芸術が全体的に関心を寄せられ、かつ整理されていないその「原始風」がこの100年の間に空前の衝突と破壊にあうことで、
ある種のコンセンサスを得たことである。そして、このことは問題外であり、悲しいことに、アジア文化の主体的なコンセンサス、
自己認識論術の能力と方法は共に混沌とし、事実上、地理的な存在以外には、アジア文化は世界文化の地図の端に追いやら
れてしまっている。よって、所謂アジア芸術の地位はただ「仁者は仁を見、智者は智を見る」のみとなった。
　「西洋／非西洋」で世界を二分する考え方と文脈で、「非西洋」の文明を解読していくと、西洋式の無知、偏見と傲慢さが
見え隠れしていることに気づくのは難しいことではない。問題なのは、この「主流」意識が、知識規則と表現方法で彼らの正
確ではない演繹を固定化させ、伝播した時に、その「非西洋」の定義が一種の「常識」の基準となって我々を教化してきた
ことだ。その歪んだ視線は我々自身の文化、身分と価値の認識に深く影響し、我々が自在に西洋の知識に感化されてしまった
意識で各々の文化を見た時、己の文化の正確な解釈能力は失われ、更に、世界文化の枠組みの真相及びその価値判断も歪め
られてしまう。仮にこの100年に構築された視点が永遠に世の中の人々に影響するとすれば、それこそがアジア文明の本当
の悲劇なのである！

2. アジア芸術の共同命題と協力メカニズム
　我々もヴィジョンを掲げてみよう――アジアにも「主流」の見方があり、正確に自分の芸術を評価するDNA成立の要因、
特徴と価値を唱える要件を備えている。世界にアジア芸術の内包と形式魅力をより多く認識し、感じ取り、理解し、共有でき
れば、アジア芸術の世界文明に対する貢献がより明らかになるだろう。このような観点、あるいは学説は、アジア芸術学者
が自分自身で整理していかなければ、誰にやってもらえるというのだろう？　このヴィジョンを実現するために、今日、我々
は基本的な条件、過程、方式、方法と成果の形を考える必要があるのではないだろうか？
　「アジア」は一つの地域として、多くの国と文化が存在し、歴史の洗礼と時代の変革を受けてきた。現在の異なった伝統文
化の共生共存を形成しつつも、完全に相互理解しあうということはできないかもしれない。しかし、互いに受け入れあい、参
考にしあい、それぞれの特徴を見せあう基本的な枠組みはあるのだ。これは孔子のいうところの「和して同ぜず」の境地であり、
これらはすべて事実である。
　しかし、「アジア芸術」とは一体どんな概念だろうか？　「アジア芸術」において西洋の芸術とその他「非西洋」芸術の本
質、形態特徴、価値観との違いは何だろうか？　その学術着眼点は、地理的なアジア（例えば東アジア、西アジア、南アジ
ア、北アジアと中部アジアなどの基本方位）に基づくのか、それとも歴史としてのアジアか、いや、人文としてのアジアなの
か……？　あるいは直接的に伝統アジア芸術／現代アジア芸術の着眼点から入るべきだろうか？　アジア全域に及ぶ「芸術」
なのか、それとも絶えず変遷している代表的な「芸術」タイプを選択するべきなのか？　明らかに、問題は山積しており、「ア
ジア芸術」の意義と目的は何か、ということに明晰に回答する必要がある。それでこそ研究の角度、策略と方法を決められ
るのだ。
　仮に西洋芸術の研究成果が参考になるのであれば、アジア各国の学者と芸術家が共同協力メカニズムを構築するべきでは
ないだろうか？　研究規範を構築し、学術計画を立て、分業と協力し、ともにアジア芸術の今昔地図を描き、更にデータバン
クを構築し、全体研究のために準備するべきではないだろうか。同時に、アジアの芸術家は研究と交流のプラットフォームを
構築し、定期的に段階的な成果、作品と活動情報を世界に発表し、自身と外の世界へよりはっきりとアジアの知恵と魅力を理
解させることで、「アジアの芸術 今後の連携の在り方」の考えは着実に地に足を着けることができるだろう。
最後に世界に「アジア芸術」を呈するのは、はっきりとアジア芸術の特徴と発展規律理論のモデルとイメージの体系がある状
態であるべきだと思う。構築の過程において、我々は異なった民族の違いを認めるべきであり、これらの特徴の違いは全て
それぞれの民族の歴史経験と伝統含蓄のある理性的な内核の知恵であり、それらは文化の多元的な内在からの出発点なのだ。
特に現代アジア芸術のコンテクストを構築する時に、この種の多元性と多様性及び地域文化の底辺に隠された因縁が世界文
明の発展にとっては特に貴重だと思う。

3. 中国美術学院の「アジア実践」
　上記のような覚醒から、本世紀初めから、中国美術学院は、アジアの大学院生の受け入れの他に、学長である許江教授が
高世明を初めとする若い学者たちにアジア各国の生活状態、文化と芸術の生存状態について、深く関心を持たせ、中国が率
先して芸術の反省という角度から出発し、「アジア文化」に関心を寄せる多国的研究プロジェクトを立ち上げた。
　2000年に開催された第３回上海ビエンナーレでは、「もう一つの現代」というテーマを探究し、その主旨は我々自身の視
野でアジアの現代的実践歴程を探究することであった。2002年から2004年には、「地の縁」の名のもとに、現代芸術の移
行とアジア地縁政治（Edges of the Earth: Migration of Contemporary Art and Regional Politics）を探究し、その主旨
として、アジア各地域の現代芸術の差異について展開した。その過程で、アジア芸術そのものの親和性と創造力を探り求め、
新たに非西洋方式のアジア文化共同体の自己表現機能を構築してきた。数年連続して、多くの専門の芸術家たちからなるい
くつかのチームを組織し、数回に分けて日本、韓国、タイ、トルコ、イランなどのアジアの多くの国へ現場視察、交流、研究
討論に行き、帰国後に創作展覧会、フォーラムと出版を一体化させた長期的学術計画を執り行ってきた。我々は、西洋を主
導とした思考パターンから逃れ、中国人自身の自己認識方法で、現地の現代芸術の発展状況を理解し、ヨーロッパから生ま
れたある種の文化の形式を考察してきた。流動と移行の過程においてアジア各地域の地域性視覚文化伝統とはどんな関係が
生まれたのだろうか？　如何にアジアの現代的な発展の中でアジア文化の主体性と多義性を構築すればよいのだろうか？
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2007年から2008年には、我々のアジア研究チームが「後期殖民とさようなら：第３回広州トリエンナーレ」を計画した。
これは巨大な学術的現代展覧会であった。展示会場では「東南アジア劇場」、「中東チャンネル」などの一連の特別企画があり、
アジアを中心としたグローバル時代の後期殖民主義と多元文化主義の役割について探究した。
　2009年から2010年は、我々は主導的に「巡回公演：第８回上海ビエンナーレ」を企画し、その中で「ホーチミンの小
道：アジア現代政治経済学」、「インドから中国まで：中国インド思想対話」の二つの長期研究プロジェクトを作った。「ホーチ
ミンの小道」のテーマにおいて、冷戦時代の歴史現場を再現し、中国、ベトナム、カンボジアとラオスの間で一連の芸術と思
想の活動を橋渡しするプラットフォームを築き、各地域の複雑な歴史の中に深く入り込み、集中的に芸術と思想が「自我―歴
史―社会」という集合体の過程において果たす役割を新たに定義づけた。「インドから中国まで：中国インド社会の思想対話」
のテーマの中では、ビエンナーレを拠り所に、３ヶ月という長い間に、40名以上のインドと中国の著名な有識者を招聘して思
想対話を行った。現代の思考の最前線を論点にアジア内部の思想交流を促進し、現在の国際学術情勢を新たに評価し、中印
両国の学術視野の更新を刺激しました。同時に、相当な規模の出版物『インド新思考読本』も編集出版しました。
　今年の４月に、我々は「Inter-Asia Collage」を設立した。これは民間、民学に立脚した国際学術機構にあり、その目的と
は、知識生産の面でアジアの統合を促進し、アジア思想界のインタラクティブ空間の構築を通して、新しい知識方式を創造して、
現在の思想苦境を変えることである。そのなかで、東京外国語大学、韓国延世大学、沖縄大学、北京の清華大学、台湾交通
大学、香港岭南大学など10か所のアジアの大学の文化研究機構と協力して、共同で「アジア現代思想計画」を発案した。
　上述のこれらの活動が、いずれも国際学会から幅広い注目を得られている。そして2012年、間もなくやってくる第９回上
海ビエンナーレでは、我々は、「変動中の世界、変動中の想像――アジア思想界サミットフォーラム」を推し出し、このフォー
ラムでは、日本、韓国、インド、マレーシアなど20余りの著名な思想家と作家を招聘し、アジア現在の文化、社会、政治状
況について一週間の深い討論を行う。
　我々は、アジア本土に根差し、アジア各地の知識ネットワークを連結することに全力を注ぎたい。多重レベルの学術連結を
形成し、互いに助け合い、各地の連絡と協力を強め、徐々に流失しつつあるアジア思想資源を新たに整理、救出し、アジア
の重要な思想者の研究とコンセンサスメカニズムを打ち立て、重要な思想関連の書籍を編纂し、研究、教育、創作などの知
識再生産の業務モデルを探索していくことだ。そうしたなかで、徐々にアジアの多国間比較研究協力メカニズムを形成し、ア
ジア文化芸術間の新しい知識方式を創造することを目指している。
　アジアは、豊かな自然と景観の特色があり、多くの種族、宗教、イデオロギー及び多様な文明演繹史の発祥の地域である
ばかりではなく、多重文化、知識と知恵の交わりによってできているフロンティアでもある。そして、それは現代アジア人の
異なった経験と共生のインタラクティブな境域であるべきであり、全世界に向かって東洋芸術の声とイメージを発信すべき場
であるべきだ。これら全てが、アジア学者と芸術界の心と知恵を試している。

宋 建明（中国美術学院副院長）

新疆芸術学院
　新疆は昔から東洋と西洋の多種多様な文化、多民族文化の疎通と交流の重要な宿場であり、「世界の草原の発祥の地」でも
あった。このような特殊性がこの地の濃厚な民族特色を位置づけている。新疆の異なった人種、異なった民族、多種類の宗教
信仰の文化が今日まで受け継がれ、人文意識、社会倫理、地域審美、心理など多面に渡って芸術の発展に深く影響している。
　昔から西域は現代新疆の歌と踊りの郷という美名で知られ、視覚的造形芸術の分野でもことのほか貢献してきた。遠い昔
の壁画と神秘的な草原石像が古代西域の文明の発祥の証である。中国古代漢と唐の盛世においては、クチャの壁画を代表と
した仏教芸術は光り輝き、天山南北を覆い尽くした。西暦紀元7世紀の中葉以降は、イスラム教が中国へ伝来し、10世紀初
めには新疆を覆い尽くした。教義の規定では目に見える形の神霊の造型を崇拝の偶像として定義し、人と動物を含めた生霊
形象表現も避けられたので、聡明な新疆各民族の人々は造形芸術を植物文様、幾何学的文様を中心とした手工芸美術の領域
が不思議なぐらい発揮され、人物を主要表現対象の絵画や彫刻芸術は千年もの間ひっそりと静まりかえり、20世紀初めによ
うやく復興された。我々がマクロな視点で現在のアジア芸術及び新疆芸術をじっくり観察すればこういった問題を見いだせる
だろう。つまりこの問題は世界のより大きな範囲での普遍的な精神原則があり、しかし地域的な概況でもある。「現在のグロー
バル化、情報化、多元化の時空において、人類の生存環境と精神のよりどころが絶えず現代文明の脅威に曝され」、アジアが
全体芸術の環境の中の一つの地域として存在し、おのずと自然生態と文化生態保護の世界的な問題に直面せざるを得ない。
なおかつ歴史的経緯と現在のコンテクストの間で、伝統的な意味と都市文明の間で、アジアの地域文化は明らかな反応を示
している。よって、アジアと西洋、現実と伝統、歴史と未来の間で、アジア及び新疆芸術がいかに有効的に自らの品格を確立し、
発展方向を明確にし、より一層自分の考え方と体系を押し広げるかが、目下解決を待たれる問題である。
　アジアは悠久の歴史、文化、人力資源のある地域である。ここで多国間協力をすることは、新たな人々の好む文化芸術の
誕生を可能にするだろう。共同協力の範囲内において、我々には何ができるだろうか？　我々は具体的には下記のような枠
組みの中で誕生できると考えている。

1. 定期的な双方向の交流、相互訪問、勉強するという長期的で有効なメカニズムを構築し、異なった文化団体、人員グルー
プ間の協力の実現
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2. 多くの少数民族地域の伝統物質精神文化、口述歴史、民間工芸を地域及び国際間の非物質文化遺産の枠組みに入れ、長
期的に保護し有効利用する

　新しい時代において、アジアの特色のある芸術行動の構築の中で、アジアは一方で解放された体系の中でより大きな度合
いとより大きな範囲で吸収と発展をし、自分の独特な文化価値を出す。もう一方で、文化の共通性と差異の中で絶えず自分
の個性と特色を強め、それらを深めて明確にする。この過程において、アジア芸術は新疆芸術を含めて、生き方についての
独自の解釈を提供するべきあり、この方式はただ単なる時代の安易な表面的な記録と描写に止まらず、一貫して重大な題材
を固く守り、審美理想と審美価値を強めるべきである。
　このようにすれば、アジア芸術はもうその「地域化」に悩まされなくて済むであろう。注目ポイントは如何に「地域」の価
値とそれがもたらした真実の特色に移行すべきかということなのである。

復旦大学上海視覚芸術学院
a. アジアの芸術系大学の交流プラットフォームの構築
　作品はアート・デザインの概念が生み出す最終産品である。デザイン系の大学がすぐれた芸術作品を定期的に展示すれば、
アジアの芸術的・文化的イメージが広められ、大学間の交流と協力、競争が促進されるだろう。
　それゆえ、われわれはまず第一に、展覧会の形式、継続性、影響および協力と交流の方法を論じなければならない。そし
てアジア芸術の伝統とモダニティに応じた、および多様性とそれぞれの性質に応じた、適切な展覧会モードを採用せねばなら
ない。そのモードは、デザインの背後にある概念やコノテーションを反映し、デザインの思考過程においてアジアの諸文化が
与えた影響を明らかにするものとなるだろう。
　第二に、この展覧会を隔年で開くよう提案したい。そうすれば展覧会の質と進歩が保証され、そのつどのブレイクスルーと
連続性が確かなものとなり、したがってポジティブな循環が成立するだろうからだ。たとえば「アジア芸術系大学ビエンナーレ」
といったものが設立できるだろう。
　第三に、協力と統合。
　第四に、サスティナブルなブランドを作り出すため、活動のサスティナブルな発展が維持されねばならない。
　第五に、こうしたアート・デザインの展覧会に出品される作品は、大学が商業的環境に比較的影響されていない存在であ
るため、最前線のデザイン概念と歩をそろえるものとなりうる。それらはデザイン倫理の視点から生み出されるものであり、
ゆえに社会の根本的関心に向けてデザインされるものである。われわれは展覧会のテーマを決定することで、アジアの直面
する困難と機会とに基づく、責任あるデザイン的動機を喚起することができるだろう。
　第六に、われわれは展覧会の機会を、大学間の協力モードから生み出すことができる。類似した文化的軸を持つ国々の大
学同士で、共通の伝統と習慣を再デザインし、文化全体の共鳴関係や、諸概念の小さな差異と衝突を見出すことができるだ
ろう。

b. 情報時代におけるアジアの芸術系学校の知の共有
　情報テクノロジーがさまざまな社会分野へと浸透している現在、情報や課程のデジタル・プラットフォームとヴァーチャル・
フォーラムを、アジアの大学間で構築することは可能である。それによって文化的統合と友好が促進され、交流のタイミング
が認識され、交流の頻度も増すだろう。

c. ワークショップ
　ワークショップ・プロジェクトが採用する教育メソッドは、伝統的な「知の注入」型メソッドとは異なる。デザインのキャパ
シティに焦点を当て、革新的プロジェクトの要請に応え、「需要、学習、研究、制作」を一体化した教育プロセスを学生のた
めに形成するものである。

台北芸術大学
　台北芸術大学（TNUA）は、国際的に著名な40以上の芸術高等教育機関と連携を深めてきた。他団体との連携も合わせ、
これらの連携のお陰で当大学は多くの協力関係の可能性を掘り起こし体系化してきた。例えば、学生と教員の交換プログラ
ムの開始、国際的なサマーキャンプを主催、芸術大学学長の国際サミットの主催、外国機関、特に姉妹校との共同公演や展
覧会の開催、国際会議やワークショップの主催、芸術祭の主催などである。上記の可能性の開発については、関渡芸術祭が
いい見本である。
　台北芸術大学は1993年以来「関渡芸術祭」を開催しており、当大学の創造性に台湾のローカルな考え方を採り入れている。
芸術祭は毎年10月に行われ、期間は約３週間である。毎年のテーマはグループの共同作業で決定する。各テーマに沿って国
内外のアーティストと公演グループを芸術祭に招聘する。その芸術祭のオープニングか閉会式に恒例として行われるのは、大
学のキャンパスとその近隣をパレードで行進する、或いは大学一年生全員が台湾先住民の踊りを披露することである。学生に
も教員にも参加が推奨されている。さらに期間中に、一週間の学際的な学習期間があり、全学部生は自分の専攻以外の講座
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を受講する。また「オープンデイ」という一日の催しがあり、高校生と先生がキャンパスに招かれ、個人的に観察したり学習
したりして当大学への理解を深める。関渡芸術祭と共に関渡映画祭、関渡国際アニメーション・フェスティバル、関渡美術展
もこの期間中に開催される。
　2011年の関渡芸術祭を例にとると、選ばれた中心テーマは「空」で、すべての境界を打破し人間の想像力を解き放つこと
が主題であった。その結果、約100の公演と、伝統的な分野から新しいメディアアートに至るまで150以上のアーティストお
よびグループが招待された。公演の場所も型破りで、美術館、芝生の上、池のほとり、木の上まで様々であった。関渡美術
展では、「Asia Plate and Print Exhibition」で台湾、日本、中国、香港、マカオの120人以上の版画家の作品が展示された。
それは単に規模が大きい展覧会という意味で魅力的なわけではなく、それ以上に稀有な資料の集まりであった。このような
展覧会が催されたのはアジアで初めてのことで、展示された全作品が展覧会の閉会後当大学に寄贈され貴重なコレクションと
なった。関渡映画祭では、タイを特集し、有名で重要な４本のタイ映画とともに、台湾とその他の国の映画も数本上映された。
学部レベルで新しくアニメーション・プログラムが設立されたことを受け、関渡国際アニメーション・フェスティバルが初め
て開催され、ピクサーとドリームワークス社からシニア・アニメーション・アーティストが招かれワークショップやその他のイ
ベントを行った。また国際的に有名な彫刻家のヤン・インフェンの展覧会が美しい緑の芝生上に繰り広げられた。
　国内と国外のどちらの文化も念頭に置きながら、地域文化を紹介しその関与を深めると同時に、アーティスト、美術の教師、
批評家、研究者と協力して芸術を振興するために新しいトレンドも採り入れる努力を示すのが私たちの願いである。そうする
ことで、大学のカリキュラムと教育は豊かになり、外の世界とのネットワークは強化され、芸術高等教育における未来の発展
のためにより良い道が開かれる。
　最後に要約すると、台北芸術大学は、台湾における芸術高等教育が国際社会から注目されるように国際協力拡大のため建
設的な戦略を立てていく。外の世界の様々な視点を採り入れ、知識と発想の交流を促進するためのグローバルな対話と異文
化間の理解を深める環境を生み出すことが肝要である。関渡芸術祭は今や文化を共有し、創造性を開発し、世界各国とのコ
ラボレーションを行うためのウェブセンターとなった。

ソウル大学校美術大学

アジアン・アートのユニークな表象としてのコリアン・モダンアート

　「朝の静けさの国」として西洋諸国に知られてきた朝鮮は、単一民族の非常に個性的な国民の故郷であり、東アジアの歴史
の中で重要な鍵を握ってきた。アジア大陸と日本の橋渡しとして、常に地政学上重要な位置を占めていたのである。北方か
らの侵略者が日本を攻撃するため朝鮮に侵入し、日本人もアジア大陸を征するため朝鮮に侵攻してきた。何世紀もの間、朝
鮮は中国から日本への文化の伝播の仲介者の役割を果たし、朝鮮自身も中国の幾多の文化・政治・社会体制を吸収しながら
変容していった。
　アジア大陸から南方に突出する半島である朝鮮の西側は広大で人口の多い中国、北側は満州とソ連と接し、朝鮮海峡のわ
ずか193キロメートル向こう側には日本の本州が横たわっている。この立地のため、朝鮮は「東アジアの心臓」と呼ばれてきた。
　長い歴史の中で、朝鮮は頻繁に外国勢力による侵攻や占領に遭ってきた。しかし自国王朝や宗主国の興亡を経てもなお、
朝鮮の人々は驚くべき均一性を維持し、国家の独自性や独立を半島統一以来1200年以上にわたり保ってきた。
　近代に入ると朝鮮は帝国主義の土俵となり、周辺のみならず遠方からも諸勢力が朝鮮支配をめぐる争いに加わった。朝鮮
人たちによる自国の近代化と独立性維持の努力は目的を達することができなかった。その結果、朝鮮は日本の帝国主義の犠
牲となり、日本の植民地支配の下で半世紀近くも様々な形で苦しむことになった。
　そこで、本稿では19世紀末以降のアジアン・アート全体のコンテクストの中でコリアン・アートを論じる。朝鮮王朝末期か
らひもとき、1910年代の近代美術から現代美術までを通覧していきたい。芸術的伝統の連続性と、社会の近代化に対する
芸術の応答、日本の植民地政策や西洋文化が朝鮮の芸術に与えた様々な影響も、テーマに含まれる。

　近代美術が未だ産声をあげたばかりの19世紀末、海外の思想概念や形態は中国を経由しなければ朝鮮には入ってこなかっ
た。中国がこの役割を担いはじめたのは18世紀からで、少人数の官僚文人らが公使として中国に派遣された折、中国のカソ
リック教会や西洋絵画を目撃したのが端緒である。
　1910年から第二次世界大戦が終了する1945年までの間、朝鮮における日本の植民地政策は「大東亜」の旗印のもと、
他のアジア諸国を全て征服せんとする大きな野望に導かれたものであった。アジアの他のどの国よりも西洋文明を精力的に取
り入れていた日本は、自国の近代性の方が優れていると考え、何らかの方法でアジア諸国の植民地化を試みようとしたので
ある。
　コリアン・アートにおける初期モダニズムは、幾多の困難と一般大衆の無理解にもかかわらず、植民地時代に発展した。
その動きは1910年代に日本で専門教育を受けた西洋画家の第一世代からはじまった。1930年代に成人に達した世代では芸
術家の人数も増し、彼らは前の世代の業績の上に成果を築き上げようとした。美術学校が無かったにも関わらず、日本から
帰国した芸術家たちは教育のために多大なる努力をした。
　1945年の朝鮮開放は独立と民族自決をもたらしたが、ほどなく政情不安定に陥り、大韓民国がアメリカ管理下に、朝鮮民
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主主義人民共和国がソ連の統治下に置かれることとなった。かくして朝鮮は東西冷戦の戦場となった。この変化も必然的に芸
術に反映された。東西いずれかの政治的主張をもった芸術家グループが結成しては解散し、明確な思想的スタンスを持たな
い芸術家がその闘争に加わることもしばしばであった。その後、1960年代以降コリアン・アートは国際社会に知られるよう
になった。このような流れをふまえ、本プレゼンテーションでは国際社会とアジアの文脈におけるコリアン・アートと美術教育、
ネットワーキングを論じていきたい。

キム・ヒョンスク（ソウル大学校美術大学准教授）

ソウル大学校音楽大学
　芸術と経済には共通点がある。スケールメリットが経済発展の基盤であるように、芸術的能力と、特定地位内におけるそ
の能力の需要は相互依存の関係にあるのだ。アジア諸国も経済的に発展してきたとはいえ、多くの優秀なアジアの芸術家は
未だに出身国よりも欧米地域の方で活発に活動している。この事実は、いかにアジアの純粋芸術市場が停滞しているかを明
白に示している。
　第二次世界大戦の折、ヨーロッパの優れた芸術家の一部は安定した生活を求めて米国に移住し、彼らが米国を芸術のもう
一つの重要な中枢にした。芸術を目覚ましく発展させるため我々に必要なのは、西洋諸国をしのぐ広範で活発な芸術市場を形
成することである。したがって、まず我々は芸術に対するより多くの安定した需要を生み出すよう交流・協調することで、ア
ジアの純粋芸術市場を大きく活発なものにしていかなければならない。そのようにして拡大されたアジアの芸術市場は、アジ
ア芸術や芸術家を華々しく開花させるための育成場となるであろう。

韓国芸術綜合学校

アジアン・アート・リーグ101

　アジア各国にはそれぞれの言語・宗教・歴史・地理・伝統に基づいた個性的で豊かな文化的美学がある。その上、多くの
国は近年驚くべき速度で文化交流が増加している状況をも含め、豊かな文化的基盤を持っている。
　アジアにおける文化交流の概念は西洋よりやってきた。エリートへの美術教育の先鞭をつけたのは英国とドイツで、19世
紀半ばごろから始まった。彼らにとって、男も女も創造的になれなければ不完全な存在だったのだ。この人間観にもとづき、
文化は人類の高邁な理想を表現するようになったのである。
　ほぼ同じ頃、アジア諸国も似通った目標を設定した。東京美術学校（1949年、東京音楽学校と合併し東京藝術大学に改名）
は1887年に設立された。その125年後の今日もアジアにおける芸術教育は続いているが、近代化と西洋化の結果として混
乱状況にある。芸術教育を発展させる一つの方法は、アジア各国の個性的な文化を互いに尊重しつつ交流する機会を培うこ
とだ。我々はそれを21世紀の目標とすべきである。
　より具体的に言うと、私はアジアのすべての芸術学校で「アジアン・アート・リーグ101」と私が呼ぶものを形成すること
を提案したい。このリーグはドローイング・ペインティング・写真・版画・陶芸・ガラス工芸・彫刻・メディアアート・映画
撮影術・グラフィックデザイン・３Ｄグラフィックス・アニメーション・イラストレーションなどの基礎コースから成り立っている。
もしアジア各国で類似のカリキュラムに基づいた教育を行えば、文化交流も合理的に行える。そのようなプログラムを作る
には解決すべき問題が数多くあるだろう。特に大切なのは、文化的アイデンティティの均質化の問題や、芸術教育を単なる学
び以上のものにする必要性であろう。学生たちは芸術の創作を仕事ではなく楽しみとみなすべきである。
　私は６歳か７歳の頃、消防車を描く学校の絵画コンテストに参加したことがある。その朝、全校生徒が校庭に集まり、我ら
の芸術行為の対象、すなわち本物の赤い消防車を囲んだ。消防車をどのアングルから描くかは各自に任されていた。私はな
ぜか消防車よりもきれいな黄色いブランコに惹かれ、それを描くことに決めた。もちろん私はコンテストで優勝しなかった。
でも今になっても、どれだけそのブランコを描くのが楽しかったのか思い出すことができる。おそらくそれが私の美術への関
心の芽生えであり、後に美術を専攻する決心をした理由のひとつだっただろう。なぜならばその黄色いブランコは自発的欲
求の対象であり、その自発的欲求こそ我々が学生たちに鼓舞すべきものなのだ。「アジアン・アート・リーグ101」形成に成
功するには、このような芸術的情熱を学生たちの中に育むことを忘れてはならない。彼らに教えるべきなのは、芸術的差異
を尊重する心や寛大さ、そしてオリジナリティなのだ。

ザン・ユンヒ（映画・TV・マルチメディア学部長）
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大邱大学校

アジアへの回帰、そして新たなアジアの誕生

1. 序
　我々はアジア芸術の未来のために各地域の活発な交流に力を注いでいる。
　歴史的に、アジアには共通する精神世界があった。漢字を用いる文化が広く拡散したことにより、同じ思想や観念を共有す
ることが可能であった。多くの古典文学が共有され、同じ意味を互いに理解し合えることが、様々な局面で予測できる。アジ
アの思想・観念の源流には儒教や仏教、道教などの美徳がある。現代においても、我々は『中庸』に書かれた人間的な言葉
が変遷し互いに作用し合う様や、『道徳経』の説く美の概念や意味に興味を抱いている。様々な角度から過去と現代を比較す
ると、歴史においてどのような芸術がどのような方法でアジアの中で伝播しあってきたのかを知り、さらにその意味や関係性
に思いを馳せることができる。アジアの先人の叡智と誤謬の両方を現代世界にあてはめ、新たな関係の可能性についての議
論を試みるのが、本論の主目的である。

2. 脱アジアとアジアへの回帰
　ある時代の歴史を振り返ってみよう。19世紀末、ある極東の島国が、現代世界で生き残り文明化するためにはアジアから
離脱するのが最善であると決意した。アジアには西洋の科学的に発達した諸国による占領という重荷が課されていたため、
その環境から逃れようとしたのだ。その近隣諸国は自国内部の変化を望んでいなかったという点は否定できない。
　その国は、規則や法制の社会基盤とその運用が合理的ではなく、そのままでは発展を見込めないと評価した。福沢諭吉は
アジアから脱却すべきと主張した。意図的であったかは別として、この論はアジア近隣諸国に痛みをもたらすものになった。
脱亜の必要性を強調した福沢は文筆家、ジャーナリスト、知識人である。しかし、この変化をよりラディカルに解釈した政治
家たちがいた。今、この痛みは癒されなければならない。この観点から、我々は本プログラムへの参加を通じアジア芸術の
未来のため、アジアに回帰しよう。アジアの芸術家や学者が集うことで、アジア芸術の調和と文化的発展のために変化を起こ
し、そこに重要な意味を見出すことができるだろう。

3. 国際関係と、その芸術交流における意味
　日本の国宝である広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像は有名な仏像である。この像は韓国の国宝83号、金銅弥勒半跏思惟像と
非常によく似ている。弥勒菩薩半跏思惟像の木材が韓国の奉化（ボンファ）でとれる春陽木（チュニャンモク）という赤松で
あることは証明されている。これは、当時、日本と新羅、百済の間に活発な交流があったことの反映であろう。
　さらに、朝鮮王朝末期の学者、秋史（チュサ）・金正喜（キム・ジョンヒ）による画「歲寒圖」を見てみよう。この画には
人間的な深い感謝の念を見てとることができる。我々は困難な時期においても強かった彼の精神によって織り込まれた、中
国の識者たちの作品の意味や重要性を共有できる。ここで金正喜は『論語』の子罕篇におさめられた孔子の言葉「歳（とし）
寒くして、然る後に松栢（しょうはく）の彫（しぼ）むに後（おく）るることを知る（寒い冬になると、人は松や桧がまだ枯
れていないことに気付くものだ）」を引用した。これは流刑にあった金が弟子の李尚迪（イ・サンジョク）の変わらない温情
への謝意を表したものである。この作品には清王朝の学者 Akjin Jang など友人16人による賛辞も書かれている。これは芸
術や文学を共有しあうパートナーシップがアジアにあったことを物語っている。
　同様に、日本人の柳宗悦が朝鮮王朝時代の民芸品を好んでいたことも納得できる。

4. アジアにおける芸術の交流と、新たなアジアの誕生
　新しい時代において、アジアの統一的な思想を持つことが必要である。我々は新たな手法に対して強い情熱を抱いているが、
伝統も忘れてはならない。伝統とは、歴史と、変わらずに続いてきた起源の両方である。アジア芸術の交流はこのような方向で、
このような発想に基づいていなくてはならない。時間と空間両方の調和が必要であり、アジア諸国の主要な担い手たちはオー
プン・マインドで集まらなくてはならない。この段階では新たな存在が創造される。今、アジアは新しい思想を持った創造の
地でなくてはならない。創造的価値は世界とアジアの向こうにある未来を照らし出す。今日、我々は創造的な新しいアジアへ
と前進しなくてはならない。アジアは人々の中心に大いなる人間性が宿る、世界全体を導く開拓者の地であるべきだ。この創
造的な新存在は、人間社会における文明同様に、天山山脈やインド洋より遠くまで交流されるべきである。

5. 結び
　来たるべき未来のため、我々は過去の文芸を共有し、先人の叡智と経験を活用する。このことは過ちを防ぎ、いかなる作
業に取り組む際にも役立つであろう。アジアに住まうことで、先人の知恵と彼らの過ちさえも今日の我々にとって新しい教訓
となる。そしてそれはアジア芸術が新しい方法で繋がりうることを示している。学び、自らのための解を模索するとき、我々
は知恵を獲得する。このような芸術の交流を一度のみならず、様々な形で将来も継続したいものである。その目的のためには、
我々韓国人もできるかぎり最大限の努力は惜しまないつもりである。
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韓國傳統文化大學校

アジアン・アートにおける国際協力の今後の方向性

　膨大な人口と長い歴史、そして深淵なる文化を誇るアジア大陸では、それぞれの国が独自の芸術や文化を育んできた。そ
れらの文化は常に互いに影響を与え合い、独自性と同じくらいの共通性も分かち合ってきた。
　現在、我々は「ネットワーク」の時代に生きている。各文化の固有性の中での最高峰を追求するにとどまらず、今や時代の
要請は、あらゆる文化がそれぞれの潜在力を最大限に発揮するため、互いに協力しあうことである。
　アジアの現代芸術家たちもダイナミックな創作活動によって国境や芸術的ジャンルを超越し、コミュニケーションの世界を
創り出している。そういった芸術家たちにとって、大学主導による様々な国際的ネットワークの存在は重要なコミュニケーショ
ン手段となる。そのようなネットワークはアジアのアーティストの創作活動を支え、成長のための堅固な基盤を提供する重要
な役割を果たす。

　韓国文化財庁によって設立された韓国伝統文化学校は、二つの大きな目標を追求している。一つ目は有形・無形の文化財
を保存し、優れた作業と調査をして次世代へと引き継ぐことである。二つ目は、芸術のあらゆる分野における創作活動を鼓
舞することである。
　本校に今年新設された大学院は、学内研究所と連携し、アジアにおける文化交流の主力選手たることを目指している。
　本学研究所はグローバルなネットワークを創り出すための様々な方法を模索している。現在は伝統文化研修院とともに交流
プログラムを準備中であり、海外文化遺産研修院との協力により実用的な職業体験プログラムを立ち上げる計画をしている。
　我々がもうひとつ重要な目標として掲げているのは、アジアの他の国の重要な教育機関や調査機関と共に「アジア教育調
査ネットワーク」を構築することである。さらに、我々はアジアの文化遺産の専門家養成プログラムを設立することを目指し
ている。東南アジアおよび中央アジアにおける文化遺産の専門家養成プログラムを作ったのはその一端である。
　私は東京藝術大学主催の藝大アーツ・サミット2012が、参加大学の実際的な芸術的・文化的交流への足掛かりとなること
を確信している。この素晴らしい機会を借りて、各大学においてアジア内の文化交流を容易にする計画を提案したい。相当数
いるはずの留学生や交換留学生が主役となる交流である。各大学には自分の国だけではなくアジアの他の国も含め、アジア
の歴史や文化を学ぶことに興味をもっている学生がいる。
　私は、そのような探求心のある学生たちが自分の大学の留学生らと協力し合い、学生による研究クラブを組織するため、
大学側が資金援助することを提案したい。それによって学生達が文化的・学問的活動を熱心に追求するのはもとより、国際
交流のリーダーになることも奨励できる。もちろん、彼らの活動が一つの大学の狭い境界を越えていけるように、各大学は
国際的なウェブサイトの管理や継続的なオフライン・イベントの企画などを通して、学生達が他大学とも活発に交流するよう
見守り、支えていくべきである。
　こうしたプロジェクトの最終目標はアジア各国の文化の相違を理解し、早期から国際的な共同作業に活発に関わるように
学生達を導くことである。その努力によって、私は学生たちが彼らにとってのアジアのアイデンティティを見つけ出し、創作
の幅を大きくひろげ、アジア文化や芸術の将来価値を発見することを願っている。

キム・ジュン（韓国伝統文化学校教授）

インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校

ダンス・コラボレーションによる国際コミュニケーションの保存と発展

　芸術は何千年も前から、個人的にも集団的にも生活の一部と見なされてきた。そのなかでもダンスは、世界中のどのコミュ
ニティでもほとんど放棄されることなく必要とされてきたもののひとつである。とりわけアジアではそうだ。ダンスのタイプに
おいて、アジアの各民族集団は、差異だけでなく類似点もいくつか有している。基本的にダンスは、儀式のためか、友情の証か、
美学的表現として行なわれてきた（Soedarsono、2002）。以下の議論は、筆者の研究分野であるダンス芸術、およびその
美学的表現としての機能に焦点を当てるものである。

　アジア諸国の歴史と文化に類似性があることにならい、ダンスにおいても、いくつかの地域のあいだで類似性が見られる。
ダンス・パフォーマンスの際に仮面を使用する部族も複数ある。民族舞踏のなかにはカップルで踊るものもあり、しばしば同
性同士の友情、または男女の関係性を象徴している。多くの民族集団では、男性のイニシエーションとして、ダンスのなかで
勇敢さを示す伝統がいまなお続いている。男性ダンサーは通常、槍や剣、盾などの道具を用いる。ダンスの主題について言えば、
東南アジアのいくつかのダンス・パフォーマンスは同一の物語背景を有していて（Brandon、2003）、たいてい不幸な結末
を幸福なものとして表現している。ほかの主題、たとえばさまざまな神話やタブーなども、複数の地域においてダンスの形式
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を取って表わされている。
　以上に述べた解釈からすれば、国際的ダンス・コラボレーションを行なうと同時に、国際コミュニケーションを進めること
は可能と考えられよう。政府や民間企業、団体、個人の支援を得て、一国の振付師と各国のダンサーとで、このアイデアを
実行することもできるだろう。その活動にはダンス・パフォーマンスだけでなく、それを支える音楽やメーキャップ、衣裳デ
ザイン、照明、舞台設計などの要素も含まれる。こうしたプロジェクトから、また新たなアイデアが生まれるだろう。
　国家間コラボレーションの一例に、2010年、日本とインドネシアの芸術家によって行なわれたものものがある。このプロ
ジェクトには日本（大阪市立大学とガムラン・アンサンブル「マルガサリ」）とインドネシア（ISI ジョグジャカルタ、すなわち
インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校）のダンサーおよびミュージシャンが参加した。日本とインドネシアのある民話に見
られる主題の類似性から、オリジナルなコラボレーションが生み出されたのである。プランの議論と実行に、両国のダンサー
とミュージシャン全員が活発に関わった。まず最初に、ジョグジャカルタの芸術家たちが、パフォーマンスの土台を作るべく
リハーサルを行ない、それを録画する。次に大阪へ送られたその録画を、日本の芸術家たちが検討する。その後両者が大阪
に集まり、作品の完成へと向かう。最終リハーサルを４回行ったのち、2010年９月18日、大阪で開かれた世界民族音楽祭
のプレオープニングとして、これは公式上演された。両国それぞれの民族的アイデンティティは消滅してはいなかった。それ
どころか、互いにインタラクトし合ったおかげで、パフォーマンスのヴァリエーションとスタイルがより豊かになっていたので
ある。このプロジェクトの成果は、創作ダンス・パフォーマンスの新形態とも見なされうるものだった。
　また別の方法で行なわれた国家間コラボレーションの例として、インドネシアのミュージシャンとタイのダンサーによるもの
がある。このプロジェクトにおいては、タイのマハサラカムのダンサーたちが、インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校の
講師や学生が演奏する音楽に合わせ、オリジナルのダンス・パフォーマンスを演じた。

　ダンス・コラボレーションの事例から結論として言えるのは、ここで起こっていることは、ダンサーたちが出会い、異なる
場所にある二つ以上の芸術を組み合わせたというだけにはとどまらないということだ。このような機会においては、個人間、
民族間、さらには国家間の、コミュニケーションおよび関係性が生じうるのである。関係性とコミュニケーションは、芸術の
コラボレーションを通じてつねに進化し、調和的に保存されることだろう。交換し合うことでそれぞれの知はより豊かになる
のであり、ダンス・コラボレーションによって達成できる事柄は非常に多いのである。

Ａ・Ｍ・ヘルミエン・クスマヤティ（インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校学長）

インドネシア芸術大学デンパサール校

アジアの新しい創造的芸術を生むトペン（仮面）を使った国家間コラボレーション

　仮面は、芸術表現の一形態としてアジアの何処にでも見られる。従ってこの芸術は、アジアの国々が文化的差異を超えて心
を通い合わせ新しい文化を生み出すために、国家間のコラボレーションに活用できる。
　バリ島の伝統的なダンスの踊り手であり振付師でもある私の経験から、どのようにしてこの仮面が国家間のコラボレーショ
ンとして役立ち、アジアの新しい形の芸術を生み出すかを今回お話したい。
　まずトペン（バリの仮面）の社会的文化的背景を述べる。それを理解すれば、バリ社会において仮面が果たしている役割と、
仮面が何を意味しているかを詳しく知ることが出来る。これらの知識は国家間コラボレーションを実行する上で不可欠である。
　メリアム・ウェブスター英英辞典（第10版、1993年、224ページ）によれば、コラボレーションは「他の人々と一緒に仕
事をすること」を意味し、今回の場合は、作品を生み出す目的で集団構成員全員が努力をするという意味である。集団的努
力にはいくつかの原則があり、平等、分かち合い、相互の価値を認め尊敬する、などが求められる。この原則を守ることによっ
て、プロセスの最初から作品が出来上がる最後まで共に作業をすることが容易になる。コラボレーションにおいて意見や解
釈の相違は避けられないが、コラボレーションの本質を理解すれば必ず解決策は存在する。（ライ氏、2011年）
　そこで問題は、コラボレーションのために仮面を使って如何に新しい形を生み出すかである。それは ｢行動｣ を起こしてみ
ればおのずと解き明かされるに違いない。

イ・グスティ・アユ・スリナティ（インドネシア芸術大学デンパサール校事務職員）
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ベトナム美術大学

グローバリゼーションの時代におけるベトナムのアート
選択のジレンマ

　1986年にベトナムでドイモイ（市場経済を受け入れ、国を対外的に開く全国一新の政策）が実行されるとすぐに、ベトナ
ム人の社会生活一般が劇的に変化し、またベトナムの文化や美術も世界中に認知されるようになった。
　アートは社会的状況に依存し、またそれを反映するものである。（フランスのロマン主義が主流だった1925年から1945
年や、ソ連の社会主義的リアリズムが主流だった90年代以前といった）主流のムーブメントが支配的だった以前の時代とは違っ
て、マスメディアとテクノロジーの時代である現代において、実に多様な現代アートのムーブメントや潮流がベトナムの文化
的活動（ベトナムにおける海外文化交流助成による支援）に組み込まれており、特に若いアーティストは、創造的に自らの前
衛的なアイデアを様々な実験芸術を通して探求できるようになっている。

　この利点により、ASEANフィリップ・モリス・アート・コンペティション、さらにはベトナムと日本、中国、タイ、シンガポー
ル、マレーシア、その他の国々との間で 毎年行われるアート交流のイベントなど、ベトナムのアートがアジア地域のアートコミュ
ニティに参加する道が開けた。これらの相互交流はベトナムのアートが、グローバリゼーションにアプローチするための重要
なステップと見なされている。
　しかしながら、新しいコンテクストは新しい問題を引き起こす。ベトナム人アーティストは、創作活動を通して、古典的な
価値基準を超えた新しい美的価値値を見つけるべく活動してきた。個性や独自の視点が重視され、新しい美学に関するコン
セプトを生み出す突破口や革新的創造性が注目されてきた。それに向けた最善で、最も容易な方法は、地域のあるいは国外
の文化遺産を参照することだった。別の方法として、もし芸術家が深遠な専門性や文化的経験を有する自信がない場合、海
外の他の特徴的な文化的事象の複製をすることになる。中国のポップ・アートおよび西洋の表現派のパターン化された複製
品が、多くのギャラリーで散見されるなど、美術市場がまだまだ未熟だということが、ベトナムのアートが直面する問題である。
グローバリゼーションの流れの中で、最も重要な問題は、国民（民族）の固有性をいかに保全し、強化していくかということ
である。視覚芸術の新しい地平に踏み出すアーティストにとって、先人たちが築いてきた伝統的な芸術の至宝を継承すること
は非常に重要なことなのである。
 
　ベトナム美術大学は、学生たちが創造的に実験に取り組める環境をもつ総合的教育に向けた長期戦略を持つなど、常に主
要な芸術教育機関であり続けてきた。「学習者中心の方法論」の重要性に注目しながら、VNUFA の教育プログラムは、２つ
の背景に基づいた創造的学習に力をいれている：西洋の学術的知見に関する優れた教育と安定した基盤形成、国の文化の独
自性の経験と基盤形成。
　地域および国際的な芸術機関との協力および交換を通じて、VNUFA の教授陣および学生は、国民性に根付いた進歩的な
ベトナム文化の発展こそがベトナムアートを世界に開く鍵であることに気がついている。

　結論として、新しい文化を生成する複数国による共同作業は、明らかにグローバリゼーションの流れの中で芸術が直面す
る避けられない動向である。しかしながら、国の固有のアイデンティティを保存し強化するための方法は、それぞれの国が置
かれた状況によって違ってくるかもしれない。国際化とともに国民性の保存を両立させることは、最近のアジアにおいて芸術
の発展の新しい形式を多様化させている。

ベトナム国家音楽学院

ベトナムの未来に向けた協力、文化交流

　国の文化的アイデンティティは、それぞれの国民にとってのルーツに関わるものであり、生存にもかかわる要素である。グ
ローバリゼーションという潮流に対して、文化は繊細で弱々しい存在である。グローバリゼーションの進行に対して、異文化
の多様性や差異を尊重し、国の文化的アイデンティティを維持することが求められている。現在、グローバリゼーションの動
きや国際的に進行する経済的統合は、巨大なスケールで大きな力を持ち始めている。科学改革や近代技術、世界的なコミュ
ニケーションネットワークの進行に伴い、我々が共有できる世界としての「ホーム」が縮小されつつある。各国はますますそ
れぞれの特異性や、文化的アイデンティティをアピールし、文化遺産的価値の保存に努め始めている。ベトナムにおいても、
文化の同化作用に抵抗する動きがコミュニティによる参加により真剣に生まれ始めている。
　私たちは伝統音楽の価値をプロモートし、交換することは、国際社会の中で各国家の文化的アイデンティティを尊敬する機
会だということができる。文化を拡げ、交換する過程のなかで、国民はお互いに結束を強くするであろう。結束はすべて、相
互の発展の均等および協力に取り組むんでいくことであろう。それは、世界各地における多くの国々に一般的な傾向と言える
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ものである。 
　実際に、科学的調査、教育、映画祭、伝統芸術の促進に関する展示会といった分野に関してベトナムとその友好的な諸外
国との間で、共同的な取り組みや文化交流が行われており、大きな成功を収めている。
設立以来、60年に及ぶ発展の中で、ベトナム国家音楽学院は全世界および近隣諸国と数多く連携事業を行ってきた。以下に、
その代表的な事例を紹介する。

・ハノイ音楽院（現ベトナム国家音楽学院）と中国音楽学院との間で2002年３月に署名された協定のおかげで、我々はトレー
ニングや上演をはじめとする多くの交換活動を行うことができるようになった。
・2005年６月に、我々の学院は、チャイコフスキーにより命名されたロシアの州立音楽アカデミー（モスクワ）との協定に
署名し、以下の項目に取り組んでいる：音楽教育学、交響楽団指導、演奏交流、文献、科学研究での交流。
・2012年２月、アカデミーは韓国のチョン・アン大学との協定に署名し、文化交流、教員および学生の交換、その他さまざ
まな協力事業に取り組んでいる。
・2011年には、本学院の理事会は、東京藝術大学からの訪問を歓迎した。その時の議論を通じて、私たちは、私たちの間
の多くの類似点を見つけることができた。その後、私たちは、アジアの大学ネットワークをつくるというイニシアチブ（戦略）
に同意した。この場を借りて、私たちは東京藝術大学に、こうして我々の多くが集まりともに議論する場を設けてくれたこ
とに感謝の意を表したい。

　（ベトナム国家音楽学院に属する）ベトナム音楽学研究所は、2005年３月にラオス芸術文化研究所との協定に署名し、両
者は共同で、二つの文化圏の境界に居住するベトナムとラオスの民族音楽の類似性と差異についての情報収集と研究を行っ
ている。
　伝統音楽国際会議（ICTM）のメンバーとして、ベトナム音楽学研究所は、ベトナムの音楽文化を促進し紹介するために世
界各地の国際会議などに、研究者を頻繁に派遣している :
・2001年にフィリピンで、レ・ヴァン・トアン博士、ゴック・タン教授（博士）は公式参加者として「ベトナムの民俗文化の
構造」と題する講演を行った。
・2004年には、ベトナム音楽学研究所はハノイで、グローバリゼーションのコンテクストにおける伝統音楽のあり方に関す
る国際会議を組織した。参加者は、アセアン諸国、中国、韓国、日本など。
　第37回 ICTM会議は2005年に中国で開催され、ベトナムの代表は、中国、タイ、日本、韓国、インドネシア、シンガポー
ルおよびその他の大陸諸国からの学者たちに合流した。2001年から2011年にかけて、２年ごとに、ベトナムとアジア太平
洋諸国の代表者たちは、オーストリア、英国、オランダ、南アフリカ、カナダなどに集結し、音楽的文化遺産や最新の科学調
査の成果を発表してきた。
　ベトナムでは、2005年から2009年まで、ベトナム映像研究所、ベトナム音楽学研究所、ハノイ大学演劇及び映像学科、
ベトナム美術大学、ベトナム国家音楽学院、ベトナム国立オペラ・バレエ劇場をはじめとする文化やアートに関する主要な組
織は共同で、ベトナム文化の持続的発展を支援するためのプロジェクトに取り組んでいる。ベトナムの文化や芸術に関する団
体にとって、こうしたプロジェクトの活動を通じて、国際的な友好団体に対してベトナムの文化的・芸術的価値を促進し紹介
できることは優れた機会だったと言える。
　2010年、ベトナム国家音楽学院に属するベトナム音楽学研究所は、アジア諸国（中国、韓国、日本、ラオス、タイ、イン
ドネシア、シンガポール、フィリピンなど）を含む30か国の代表が参加した ICTM会議を主催した。
文化および芸術に関する交流活動を通じて、私たちは、知識を広め、若い才能や文化的で精神生活を豊かにすることの目的
は実践であり、社会生活にとって即効性を持つ。芸術と文化は、民族間の平和な関係および友情を深める、さらには国どうし、
各国の国民、世界中の国の理解を深めることに役立つ。
　「ベトナム文化週間」と名付けられたさまざまな会議、商業的、文化的展示会が、ベトナム、および中国、韓国、ラオス、
カンボジア、ロシア、キューバ、メキシコ、ドイツ、ベルギー、フランス、ノルウェー、スウェーデン、ウクライナ、日本など
の諸外国で開催された。これは、ベトナムが、日本を含むアジア太平洋地域の友好諸国と交流し、文化遺産（食文化、芸術
から農業・工業製品）を宣伝するすぐれた機会である。ベトナムおよび他の国々によって作られた交流、展示および共同プ
ロジェクトは、科学的進歩、経験や業績を共有し、アジアおよび世界の文化的生活を多様にし、豊かにするための好機であった。

　ベトナムでは、ベトナム音楽研究所や、ベトナム文化芸術会館といった文化遺産保存部門があるいくつかの組織は、文化と
パフォーミング・アーツに関するデータバンクを確立している。私たちは、ベトナムおよび国際的な人々による調査研究に役
立てるように、54の民族の無形文化財をより活用できるようにするために既存のデータのデジタル化に取り組んでいる。今後、
うまくいけば、私たちは、あなたたちを我が国に歓迎し、ベトナムの文化的資料を交換し、協力し、研究する機会を得るだろう。

　近年、ベトナムは、近隣諸国からの参加を引きつけた多くの国際的なフェスティバルを組織した。例えば、
・ベトナム北部：タン・ロングの生誕990周年を祝うフェスティバル（2000年、ハノイ）／タン・ロング財団設立1000周
年記念（2010年、ハノイ）／タイ・グエン ティー・フェスティバル（2011年）など。
・国の中央部では、フェ・フェスティバルや、ダラト・フラワー・フェスティバル、ダ・ナングでの国際花火フェスティバル
が定期的に開催されている。
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・ベトナム南部では、ココナッツ・フェスティバル、ライス・フェスティバル、シーフード・フェスティバルが開催されている。
　上述のイベントは、ベトナム人に加えて、常にタイ、マレーシア、カンボジア、中国、ラオスの人びとによる支援および参
加を受けている。交流活動は、自国民のみならず参加国の人びとの精神生活や実際の生活の質の向上に貢献している。

　科学的知見に関する協力および交換に関して、近年、国の関心により、さまざまなコミュニティ、ベトナムの多くの有形無
形の文化遺産が参加し、国の表彰を受けている：フェ宮廷音楽（2003年）、ハイランドのゴング文化（2010年）、ベトナム
のカ・トルゥ歌唱（2009年）、フー・トー・ソアン（2011年）は、人間無形文化財として登録されたが、これらの保護は緊
急な課題である。
　私たちはこの場を借りて、日本、韓国、中国、ラオス、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポールといったア
ジア諸国を含む世界の多くの国々の研究者たちに、彼らのプレゼンテーションを通じた参加、支援、経験の共有に深い感謝
の意を表したい。
　これらの会議で、社会科学者は、国の芸術的および文化遺産の価値を伝えるための情報を交換する機会を得ることができた。
学術交流は、 アジア太平洋地域と同時に世界各地の文化的ニュアンスの多様性および豊かさを促進し、豊かにし、確認するこ
とを目標にし、さらには国や少数民族の文化のユニークな特徴を確認することを目標としている。会議は、科学的な議論や
平等性に基づいた考えや知識を広めるのに非常に良い環境であるということができる。会議を開催することは私たちの創造
を支援し促進するために必要な活動である。
　フェスティバル、フォーラム、会議、セミナー、ワークショップ、パフォーミング・アーツ、展覧会を通じて行われるベトナ
ムと他の国々の間の文化交流と協力は、よい結果をもたらすであろう。同時代のアジアの文化の新しいイメージをつくるさま
ざまなパートナーとの共同事業に対して、我々は積極的に応え、また定期的に行っていく必要がある。文化交流、およびそれ
を何年もかけて促進する私たちの経験から、私たちは、ベトナムとそのパートナーが常に対等、友好および相互利益の考え
に基づいていることへの認識を深めている。この点から、私たちは、近い将来、私たち各自がアジア太平洋地域の人間的で
美しいイメージに結びつく活動を展開するだろうと考えている。そのイメージは各国家からの歴史や文化的伝統に根付いた新
鮮で光り輝く特徴も含むものとなるだろう。

シラパコーン大学
　東南アジアにおける文化遺産は、長い歴史、そして人類の精神と密接に結びついた人間的、文化的価値を持っている。仏教、
キリスト教、イスラム教、ヒンズー教など、世界の宗教は、アジアから始まっているということもできる。このように、アジアは、
全人類の生活や精神の根幹に関わる精神的な遺産を持つ豊かな地域である。伝統的な芸術におけるこれまでの表現方法は保
守的なものであるが、急激なグローバリゼーションは西洋と東洋の境界すら、消し去ってしまいそうな勢いである。

　グローバリゼーションは、境界を越えた効率的なコミュニケーション（交換）を促進する強力な力である。ハイテク技術の
進歩は、異なる多様な文化の交流をさまざまな意味で可能にしている。アジアの芸術家の何人かは、流動的なこの世界を反
映した表現に挑んでいる。芸術家たちによるムーブメントの潮流や方向性は、このようにすべての人びとが平等に作品を鑑賞
し、制作できることをめざしている。現代における芸術の表現は、形態も概念も無限性や連続性を表象している。

　歴史的、文化的コンテクストは、東洋的な独自のアイデンティティや「アジアの啓蒙」を表象する優れた事例である。これらは、
アーティスティックな表現を進化させるとともに、優れたアジア人芸術家たちに光を当て、彼らが国際的な競争において重要
な役割を果たせるようにするための重要な動力である。しかしながら、アジア地域の異なる国家間の協力により新しい文化
を創り上げられるかどうかは、お国柄や言語的な違いを超えたそのような協力関係のもとで、我々のダイナミックで強力なムー
ブメント次第で成功するのではないか。

　アジアの地域間協力における芸術文化の発展に関する最も重要な課題は、理想的な組織のためのクラスターの形成であり、
それにより異なる愛国心の融合に向けてアジア地域が目的を共有することである。例えば、自由貿易エリアや、アジアのアー
トサークルにおける個人や芸術家たちの関係性は、それぞれの国どうしの協力的発展や、お互いに支援し合える関係につな
がるだろう。確かに、この主要な課題の目的は、アジアの若い世代、さらには我々の地域の芸術と文化を将来に向けて引き
継いでいくべく、我々の知識を学び、理解し、共有し、現実に応用しようとする人びとに対する国際機関からの継続的かつ強
力なサポートにより達成される。

ラサール芸術大学
　国境を越えた教育や研究のコラボレーションのため、テクノロジーやインターネットが活用される機会が近年増加している。
そのような「バーチャル」なコラボレーションの、簡単で気軽にアクセスできるというメリットは明らかである。だが芸術家
たちがテクノロジーに仲介されたコラボレーションを冷たく非人間的と感じることもあるだろう。テクノロジーを利用したプ
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ラットフォーム、ビデオ会議やソフトウェアの共有などは、たたき台のアイディアを生み出したりコンセプトを計画したりする
ためのダイナミックな跳躍台となりうるが、多くの芸術家は創造的コラボレーションの段階が進むにつれ、直接の対話や共同
作業がプロジェクトの価値や意義にとって不可欠とは言わないまでも、より重要になると感じている。
　数多くのケーススタディが、このようなモデルが効果的であることを立証している。アイディア形成やプロジェクトの概略
をまとめるためにテクノロジーを介在させたコミュニケーションからスタートした後、芸術家たちが実際に一緒になってプロ
ジェクトを完成させるという方法だ。ヴァーチャルとフィジカル両方の存在を組み合わせることは、アジア諸国の国境を越え
たアートのコラボレーションの未来にとって理想的なモデルのように思われる。これまで以上にテクノロジーはそれ自体が目
的になるのではなく、芸術の目的を支えるために活用されなければいけない。
　「今後の連携の在り方」を探し求める中で最も重要でエキサイティングな局面は、先駆的作品を創造するため様々な芸術形
態や専門分野の境界が交差し混ざり合う、領域横断的な世界とリアルに関わる機会であろう。専門領域の横断や連携は爆発
的成果や素晴らしい新ジャンルへの起爆剤となる可能性を持つものだ。アジアの芸術大学や専門機関は領域を横断するムー
ブメントや革新の最前線にいるべきである。
　グローバル化と国境を越えた調和の思想が現代の趨勢ではあるが、その一方で文化交流によって起こりうるアートの無味
乾燥な「均質化」に芸術家が抵抗するのも理解できる。むしろ、それぞれの文化のアイデンティティや芸術的独自性の表現
は何としてでも保護・賞賛されるべきだ。したがって、異文化間で芸術的共同作業やコラボレーションに乗り出す際には明確
なルールや指針を決めておくことが重要である。
　合意点を見出すためだけに相違を取り除くような引き算や妥協ではなく、我々は足し算と構築の思想に則った共同作業モデ
ルを奨励したい。こうした構成主義は、まず共感によって相互補完しあい、差異を長所として強調するようなアイデア・表現・
形態の複雑なレイヤーを構築し、その上から更なる対話を重ね新たなフェーズを発展させられればうまく機能するものであ
る。
　このフェーズは複数の手法やテーマを再解釈して組み合わせ、新鮮で豊かなコンセプトの形態へと一貫性をもって表現する
ような、融合・統合の試みになるかもしれない。一方、同様にラディカルでありながら全く逆のアプローチもあり得る。文化
的アイデンティティや形態の衝突と差異の賞賛を前面に押し出し、新しいメソッドや美の様式を発見する方法である。それは
単なる心地よい前衛的不協和音やポストモダン的不調和のスペクタクルを越え、全く新しいキュレーションの形や文化の融合・
分裂の様式の追求なのだ。
　このようなヴィジョンは野心的で、ことによると不可能かもしれないが、「野心」と「不可能」は協調によるアジア芸術の
真に新しいヴィジョンを共に創造しようとするコラボレータ―たちの合言葉にすべきかもしれない。アイロニカルで直観に反
することではあるが、国家や地域、小さきものの美的相違や民族的統一性を受け止め賛美するには、逆説的ではあるが、と
ても大きく考える必要があるのだ。

国立芸術文化遺産大学

前進にむけて

　先日、マレーシアの大学副学長イブラヒム・アフマド・バジュネイドが執筆した「発展をうながすアイデア」という記事が
「ニュー・ストレーツ・タイムズ」紙（2012年７月27日）に掲載された。彼はこう書いている。「創造性は学校や大学の体制、
さらに社会全般においても高らかに鳴り響くファンファーレのような概念であった。創造性とセットで扱われるのが革新であ
る。高等教育のレベルでは、創造性と革新は商業性につながることを期待される。それを下から支えているのが地道な研究
や開発である。さらに研究や開発を支えているのが知的財産や特許、企業家精神そしてグローバルな思考法なのだ。」
　芸術は革新であり創造である。芸術品は市場にのせることが可能である。すなわち商業化できるということだ。創造的プ
ロセスの間、アイデアは発展し、戦略的思考が要求される。考える人としての芸術家は既存の作品と自らのアイデアや創作
物を比較し、これまで蓄積されてきた知恵、歴史、哲学を可能なかぎり理解しようと試みる。そうした手順を通じて彼はその
テーマを研究しているのだ。完成した暁には、著作権や知的財産法に基づいた登録を行い、作品を保護する必要がある。

　このような段階を経て芸術は受け手に届き、なるべく多くの受け手に到達すればするほど、芸術家は喜びで満たされる。
それも、できることなら世界全体に。だがそれは不可能に近い。というのも、この広い世界で人々は異なる言語、文化、伝統、
地位、社会的・経済的立場とともに生きているのだ。範囲を狭めてアジアの人々について考えてみよう。確かに我々はいくつ
かの共通点を持ってはいるが、それでもかなり異なっている。このギャップはどうすれば縮められるのだろうか？　おそらく、
我々が長い間受け継ぎ実践してきた芸術の類似性や相違を比較し活用することで、コラボレーションを戦略化することができ
るだろう。

類似点／相違点
　アジア地域に共通する伝統演劇や舞台芸術の様式の中に、人形劇や影絵劇がある。この伝統芸術は類似点や相違点を論ず
るのに格好の対象と言えるだろう。影絵劇はペルシア、インド、中国、カンボジア、タイ、マレーシアで長い歴史をもっている。
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光源と半透明のスクリーンの間で操られる切り絵人形は、現在はその起源となった国々だけでなく日本、フランス、オースト
ラリア、米国などでも人気を博している。先ほど挙げた国々の影絵劇はもちろん形態や内容、表現様式などが異なる。けれども、
彼らはより多くの観客を得るため、地域の個性を保ちつつも、外からの影響や類似点を融合させ鑑賞の共通基盤を作りだすよ
うなアイデアに対してオープンである。様式をうまく混淆させアレンジした一例が、川村亘平率いる日本のグループ「滞空時間」
である。川村はガムラン音楽をバックに、彼のグループとマレーシアで選ばれた地元の才能ある影絵劇演者たちとの共演で、
ワヤン・クリを上演した。
　その日本のグループによるワヤン・クリとガムランは、現代・伝統双方のパフォーミング・アーティストにとってまさに目
から鱗が落ちるような体験であり、観客のスタンディング・オベーションを浴びた。川村は亜細亜大学国際関係学部出身であ
る。彼は国際的な才能によってインドネシア政府の奨学金を勝ち取り、バリでガムランを学んだ。彼のマレーシア公演でスル
ナイ（竹製管楽器）、ルバブ（弦楽器）、ルバナ（牛皮膜を張った太鼓）、グンダン（両面太鼓）を演奏したカマルル・フシン
は本校（ASWARA）卒業生である。
　「滞空時間」のメンバーがヴァイオリンやベースを弾く部分もあり、川村たちやカマルルが行ったそのような現代楽器と伝
統楽器の混交を、伝統的な芸術家や音楽家、あるいは純粋主義者は好まないかもしれない。しかし川村は、現代楽器を伝統
楽器と混ぜて使うのは若い世代にも伝統音楽に興味を持ってもらいたい意図であると主張している。「伝統楽器だけで演奏し
たら若い人は舞台に興味を持ってくれないでしょう。これが、伝統音楽を若者にフィットさせていく僕たちのやり方なんです。」
（マレーシア「ザ・サン」紙2012年７月31日）
　ガムランもまた、グローバルに受け入れられてきた芸術的音楽様式のひとつである。今日、ガムランの音は世界中どこか
らでも聞こえてくる。私が日本でガムランを初めて聞いたのは1992年東京国際映画祭のオープニングでのことだった。しか
しバーバラ・ベナリーと出口智子によると、ガムランは1985年に「こどもの城」でガムラングループが設立された時から日
本に存在していたそうだ。ベナリ―と出口は2005年に500以上ものガムラングループのリストを作成している。2007年に
は新しいガムラングループ「WASABI」とともに日本ガムラン音楽振興会が発足した。2008年８月、WASABI はガムラン音
楽とダンスで有名なマレー半島東岸の都市クアラ・トレンガヌで開催された国際ガムランフェスティバルに招聘され、マレー
シアを訪れた。
　ガムラン音楽は米国や英国の大学にも紹介された。ヨーク大学はガムラン教育歴30年を記念し、2012年４月26日を皮切
りに盛大な国際シンポジウムを開催した。このガムランの集いの締めくくりには、イギリス全土より集まった音楽家による新
旧とりまぜた演奏にのせ、オールナイトの影絵劇「ワヤン・ロカナンタ（神々のガムラン）」が上演された。米国には100以
上のガムラン・グループがある。ガムランが米国に最も早くやってきたのは1893年のシカゴである。その後マントル・フッ
ドが1959年、ロサンジェルスのカリフォルニア大学の授業科目にガムランを取り入れ、1968年にはジュディス・ベッカーが
ミシガン大学ガムランアンサンブルを創立している。

共同制作
　パフォーマンスの交流や共同制作は影絵劇やガムラン音楽に限定されるべきではない。映画やアニメーションをはじめ、幅
広いパフォーマンスやビジュアルアートで行われるべきである。マレーシアでは幾度も中国や日本、インドネシアから演劇や
ダンスの公演を招待してきた。だがどういう訳かほとんど共同制作の機会はなかった。時に実現したこともあるが、海外側の
関与が限定されているなど、どちらかが他方を支配しているのが常であり、対等なパートナーシップや関与はめったにみられ
なかった。我々は共に活動するためのステップ、もしくはアジア芸術の未来にむけた協調方法の確立について検討していくべ
きなのかもしれない。
　芸術は実に幅が広い。芸術は人間と深く関わるものだ──人間の抱える問題を表現し、人類の発展のため物事を良くしてい
く解決策を提供する。芸術学校の人間は様々な歴史的・文化的背景を持つ人々の芸術に常に触れていなくてはならない。芸
術に人種のバリアがあってはならない。芸術学校・機関のスタッフや学生達の交流プログラムの設立は、協調への道を開くこ
とになるだろう。講師や教授たちは様々な芸術理論や実技の専門家である。彼らは芸術研究のあらゆる領域において特化し
た人材であり、その一部は実際に業界で活躍している。
　その専門技術や知識はパフォーマンスや芸術作品という形ではなく、パフォーマンス、展覧会、映画やアニメーションなど
を成功させるマネジメント術の場合もある。芸術のマーケティングやマネジメントは考え抜かれた戦略的計画によってしか取
り扱えない専門的領域なのだ。こういった分野の専門知識もアジアの芸術学校で共有し、人類に資する、より良い解決法を
提供できるだろう。教え、共有し、複製しうる手法や手順は常に存在している。私は2002年に日本を訪問した際、舞台技術
について学び、情報を共有しあうとても良い経験をさせてもらった。
  
コンテンツの共有
　あるコンテンツを別の環境に翻訳し、その土地のテイストや特色、解釈を付加していくことは興味深い実験や経験になるだ
ろう。アジアのどんな国のものでも、良くできた映画、ミュージカル、ダンスなどは様々に翻訳することができる。ジョホー
ル州（マレーシア）のザピンは複雑だが面白い動きのダンスで、現地の衣装を身につけて動きの真似をすることができる。マ
レーシアでは子供や若者から大人まで、あらゆる年齢の男女がザピンを踊る。マレーシアの若者はディスコですらザピンを踊
るのだ。彼らは現代のダンスや音楽の早いテンポがザピンのエネルギッシュな動きに合うことに気付いたのだ。このダンスに
触れる機会を与えれば、きっとアジアの若者はこの芸術を身に着けたいと惹きつけられるであろう。マレーシアの専門家のも
とで一、二週間ほどのワークショップを経験すれば、アジアの人々はザピンのビートとリズムにのせて踊り出すはずだ。
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　故・黒澤明による「七人の侍」（1954年）は、これまでで最も偉大で影響力のあった映画のひとつと言われている。ハリウッ
ドの映画監督ジョン・スタージェスは「荒野の七人」（1960年）という新タイトルで、この映画を西部劇としてリメイクした。
イランのマジッド・マジディ監督による「運動靴と赤い金魚」（1997年）は、シンガポールのジャック・ネオによって「ホー
ムラン」（2003年）というタイトルで翻案された。シェイクスピアの「マクベス」は黒澤明の「蜘蛛巣城」（1957年）やシ
ンガポールのフセイン・ハニフ監督による「流血の宮殿（Istana Berdarah）」（1964年）などで映画化されている。映画化
やリメイクはコンテンツ共有の好例である。もちろん著作権やロイヤルティ支払などの問題はあるが、なすべきなのは、良い
芸術作品を共有し、全く異なる環境でその土地の味わいや色彩を帯びた新たな生命を得るのを容易にすることだ。アジアの
人々はみな、「七人の侍」や「羅生門」（1950年）のストーリーがあらゆるアジアの国の文化的解釈のもとに表現された様々
なバリエーションを見るのを楽しみにするはずだ。
　もしも先に挙げたガムランやワヤン・クリのような事例を映画やアニメーションで置き換えられたら、それは興味深い経験
になるだろう。それぞれの伝統や継承物に裏打ちされた文化的バックグラウンドの感じられる表現方法で、同じコンテンツ（ス
トーリー）を共有することができたら。今村昌平の「楢山節考」や故テグ・カルヤの「Ibunda（母）」、ガリン・ヌグロホの「一
切れのパンの愛」のような映画まで、マレーシアやシンガポール、韓国、タイはもとより日本の映画を学ぶ学生たちが制作し
たものを是非見たいと私は思っている。
 
モハマド・アザカン（マレーシア国立芸術文化遺産大学長）

愛知県立芸術大学
　現在、我々アジアの芸術大学相互の理解がどれだけ得られているかというと、私の認識の範囲では、十分にお互いを理解
しているとは言い難い気がします。これまで大学間での連携協定を結んでいる大学にはそれなりの相互理解が進んでいること
でしょうが、そうでない場合、まずその理解を深める機会をつくることから始めなければならないと思います。テーマ1にお
いて、きめ細かく地域の芸術活動を拾いあげることを提示しましたが、それぞれの大学の地域、文化、芸術活動等、大学を
取り巻く周辺の文化を持ち寄り発表する機会を設定し、まずお互いの文化への理解を深め、その共通点、違いを知ることから
始めることが必要でしょう。そしてそれは、各大学においても改めて地域社会や風土との関連性を認識することになるでしょ
う。それぞれの地域に根差した活動の上に連携の網がかかることが、継続的な活動、実質的な成果を生むことになると考え
ます。
　大学間の連携を考える時、第一に教育機関である大学の使命を大事にしたいということがあります。学生が関わることで、
教育への効果が期待でき、その意義が認められることが必要です。アジアの芸術というのであれば、それはこれからの世代、
若い世代が自覚的に引き継ぐものとならなければならないでしょう。大学間の建前としての連携ではなく、学生がアジアにお
ける芸術の特性を考える機会をつくることが有効と思います。
　それでは具体的にどのような「場」を設定するか、今すぐに新しいアイデアを示すことはできませんが、数年に一度、学生
主体のサミットのような「場」を設ける。あるいはネット網を充実させ、そこで随時それぞれの大学の成果を公表する。また、
アジアの芸術ノートのようなものを作る。また、相互理解に最も効果的なことは、それぞれの「場」を訪れ、そこで人とのふ
れあいを持つことでしょう。経済的な問題を解決できるのであれば、定期的にそうした機会を持つことが理想だと思います。

沖縄県立芸術大学

アジア人の葛藤と優位性を踏まえた連携

　アジアの諸芸術には、過去にさまざまな影響関係にあった芸術が数多い。中国の文化は韓国や日本、東南アジアの音楽に
さまざまな影響を与えたが、同時に周辺文化からも多くの影響を受けてきた。中国の音律・音階理論は日本の雅楽や声明に
大きな影響を与え、また、中国のリズム理論（板式）は東南アジアのリズム理論と共通している。また、中国の楽器には西ア
ジア、中央アジアから伝播してきた楽器が少なくないし、蛇皮など、東南アジアから採り入れられた要素もある。
　その結果、アジアの国々は独自の歴史と独自の美的規範を形成しつつも、共通する美意識や共通する理論概念によって結
ばれていると考える。
　同時に、19世紀から20世紀まで、アジアは西洋諸国が持ち込んだ近代化の波に洗われたが、社会の近代化は、西洋の価
値観を多かれ少なかれ受け入れることでもあった。そもそも「芸術」の概念自体が西洋文化の歴史に由来するものであった
ために、アジアにおける芸術は、西洋芸術の諸概念や技術をどのように受け入れるか、という深刻な問題を、百年あまりに
わたって我々に突きつけてきた。
　それにもかかわらず、西洋音楽、西洋美術におけるアジア出身の芸術家が世界的に活躍している今日、これら西洋系芸術
文化（大衆芸術も含めて）はアジアの共通言語となっていることも確かである。
　その一方で我々は、この百年前後の間に身につけた西洋系芸術文化と、それより遙かに長い数百年、数千年の歴史をもつ
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自国の伝統文化との葛藤のなかに生きている。普遍的な共通言語としての西洋系芸術文化の世界的に活躍しうる才能を育て
ていくことと、自文化の伝統的芸術をさらに高めて世界に発信しうる才能を育てていくことの二つをいかに両立させていくか
は、アジアの我々にとって共通の問題意識ではないだろうか。そして、この問題意識こそ、我々の「共生」の基盤となるので
はないか。「アジアに於いて芸術をすること」の意味を語り合うなかで、創造的な場を創り出すことができると考える。
　我々は西洋芸術の伝統に敬意を持ち続けて歩んでいるが、同時に、その伝統に縛られない自由も持ちあわせている。アジ
ア独自の芸術的伝統を保持しつつ、自由なスタンスで西洋系の芸術を駆使することができるのは、アジアの優位性そのもの
である。その意味で、我々は世界的により優位な位置に立っていると言えよう。
　こうしたアジアの優位性を生かし、さらにはアジア芸術を語り合うネットワークを強めて連携していくためには、どのよう
な具体的手段が有効だろうか。もちろん、留学生と研究者の相互交流をより促進すべきであることは言を俟たないが、それ
以上に、留学経験者と指導した教員とが、継続的に往来していくことを可能にするシステムが有効な試みの一つであろう。留
学経験のある元学生のなかは、おそらくその後、演奏家として、作家として、研究者として活躍の一歩を踏み出しているであ
ろうが、一定期間を経て、彼らが再度研修させ、芸術活動や研究活動をさせる試みは、アジアの芸術大学の連携を深めるう
えで、きわめて有効である。近年、日本学生支援機構も類似した制度を始めたようだが、これを活用し、さらに我々の大学
がこれを補完・発展させる取り組みも必要ではないだろうか。

金城 厚
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中央美術学院（CAFA）へようこそ。文化と歴史、芸術が花開く中国の首都、北京にある中央美術学院は、世界最高の芸

術資源の恩恵に浴している。中国の現代芸術教育をリードするCAFA は、創作活動に従事し、経験を積みたいと考える人た

ちに豊かな場を提供し、この90年間、卓越したアーティストを多数育成してきた。

政府教育部直轄の唯一の芸術高等教育機関である中央美術学院（CAFA）は、1950年４月、国立北平芸術専科学校と、

華北大学美術系の合併によって設立された。校名の揮毫は毛沢東主席によるものである。国立北平芸術専科学校の歴史は、

著名な教育者、蔡元培のイニシアティブの下、中国史上最初の国立芸術教育機関として1918年に設立され、中国における

近代芸術教育の嚆矢となった、国立北京美術学校にまでさかのぼる。徐悲鴻、江峰、呉作人、古元、靳尚誼などの有名アー

ティストたちが、代々CAFAの院長を務めてきた。現在、CAFAの党委員会書記は揚力、院長は画家で美術史家の潘公凱教授、

学術委員会書記は著名な中国画家である靳尚誼教授が務めている。

CAFA には造型学院、中国画学院、設計学院、建築学院、人文学院、都市設計学院の６つの専門学院があり、継続教育学

院と付属美術高校も併設されている。学生と教員に第一級の図書館とスタジオを提供し、また、『Art Research』と『World 

Art』という二つの全国的学術刊行物を編集、出版、発行している。

CAFAは高い専門性を持った芸術エリートの育成を主たる目的とし、現代の芸術高等教育インフラストラクチャーたるにふ

さわしい学生数と規模を保ちつつ、学術性、実験性、実践性に富む、諸分野の総合的発展を目指している。

1947年生まれ。浙江美術学院中国画科で学んだのち、1979年から1984年まで同学院同

学科講師を務める。1984年から1992年にかけて、浙江美術学院ジャーナル編集委員会委員

長、および同学院中国画科学科長。1992年、サンフランシスコ・アート・インスティテュー

トから名誉博士号授与。1994年から1996年までは中国美術学院研究科長（浙江美術学院は

1993年に中国美術学院へと名称を変更した）。1996年から2001年まで中国美術学院院長。

2001年に中央美術学院院長に着任し、現在に至る。中国美術家協会副主席、中国人民政治協

商会議全国委員会委員、伝統的中国画家、美術史家、政府教育部人文社会科学研究プロジェク

ト博士課程審査監督官。

大学の概要

院長
潘 公凱
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参加大学紹介

清朝醇王（愛新覚羅載澧）の旧邸に建つ中央音楽学院（CCOM）の歴史は、国立音楽院が設立された1940年にまでさか

のぼる。1950年、他の５つの音楽教育機関と大学の音楽学科が統合され、1958年に天津から北京へと移り、1960年には

国を代表する大学のひとつとなった。2000年には芸術系大学で唯一「211工程」重点大学に指定され、現在、中国の芸術

高等教育機関で唯一政府教育部直属になっている。

現在在籍中の学生数はおよそ1910名、教職員は約700名で、教師陣の３分の２は教授、准教授である。これまで送り出し

た３万人以上の卒業生のうち、多くの者は現在、国内外の交響楽団の音楽監督やコンサートマスター、あるいは音楽学校や

芸術団体、研究機関のコアメンバーとなっており、なかには、中国の音楽家のなかでも傑出した存在となって国際的名声を勝

ち取った者、中国の音楽教育において重要な役割を果たしている者もいる。

職業的音楽家を訓練する音楽教育の中心であると同時に、中国の音楽教育の発展に寄与する研究・作曲・演奏の中心でも

あるCCOMは、音楽教育研究機関として、国内外で高い評価を受けている。

中央音楽学院院長、教授、博士課程指導教員、中国共産党党員、中国人民政治政商会議全

国委員会委員、中国音楽家協会副主席、 中国ジュネス・ミュージカル代表、政府教育部全国高

度芸術機関専門教育運営委員会会長、中国デジタル音楽教育学会会長、中国音楽美学学会副

会長、英国王立音楽アカデミー名誉会員等。

1949年、浙江省杭州生まれ。中央音楽学院で音楽美学を専攻、卒業後の1983年、同学院

の教育スタッフとなる。その後、音楽学系音楽美学研究室副主任、音楽学系副主任、中央音楽

学院副院長、中央音楽学院院長、党書記を歴任。1983年以来、「音楽美学基礎」など６つのコー

スを教えてきた。論文は「音楽の構造と機能」など40本以上、そのほかに音楽学のペーパー

や批評など100本以上の文章を発表。著書は『Basics of Music Aesthetics』（教科書、共著）、

『New Theory of Music Aesthetics』など７冊。「北京大学哲学社会科学若手・中堅教育者優

秀成果賞」や「全国優秀教育成果賞音楽美学部門１等賞」「政府文化部提携芸術系大学優秀教

科書賞２等賞」「政府教育部提携大学人文社会科学優秀研究成果賞３等賞」など数多くの賞を

受賞。1994年に政府文化部から「優秀専門家」の称号を、1998年には「突出した貢献を行なっ

た全国若手・中堅専門家」の称号を授与された。

講演や研究活動への参加のため、ドイツや日本、韓国、香港、台湾、マカオなどの各地へ何度も招待されている。

中央音楽学院

大学の概要

院長
王 次炤
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清華大学美術学院は、美術およびデザインの専門家を求める国の需要に応えるべく、1956年、中央工芸美術学院（CAAD）の名で

設立された。

中華人民共和国建国後初の美術デザイン学校として誕生したCAADには、全国トップクラスの美術教育者、中国美術と民族美術のす

ぐれた研究者、および海外で教育を受けたアーティストやデザイナーたちが集まった。以後およそ40年間にわたり、中国唯一の独立し

た美術デザイン学院であった。

1999年11月、政府による高等教育機関の再編にともない、CAADは清華大学に統合されて清華大学美術学院と名を替え、総合大学

の一部として美術デザインを追究するという新たな局面へと入る。

清華大学美術学院は美術デザインの専門家を多数養成し、8705名の学士、1187名の修士、159名の博士を輩出してきた。それ以

外にも１万名以上の人々を教育し、出身者の多くは中国の大学や研究機関、関連企業等で、重要な地位を占めている。

当学院の教育枠組みと教育哲学は、中国の現代美術教育およびデザイン教育の発展において、重要な役割を果たしてきた。創設以来、

当学院は中国の主たる美術デザインプロジェクトに参加し、国家的美術デザイン研究機関にふさわしい活動をしている。過去、さまざま

な段階のプログラムにおいて「美術と工芸」「インダストリアル・デザイン」「アート・デザイン」のコンセプトを提示し、中国の美術デ

ザインの方向性をつねに決定してきた。

この56年間にわたり清華大学美術学院の美術デザイン教育は、中国のあらゆる大学のなかでも、美術およびデザインの教育における

最高の環境を誇っている。一般の美術分系全体は18の専門に分かれている。５年ごとに行なわれる国家重点学科レヴューにおいて、当

学院の美術デザイン学科は、２度（2002年と2007年）、この分野において唯一国家重点学科に選ばれた。全国最高レベル学科評価に

おいて、当学院の美術研究プログラム̶̶特にデザイン・アート̶̶は、2004年と2009年に第一位となった。米国の『ビジネス・ウィー

クリー』による世界のデザイン系大学トップ60校に、当学院は２度選ばれている。

現在当学院には11の系と25の学科があり、学部と大学院を合わせて1800名の学生が学んでいる。さらに、21か国からの留学生が

142名在籍している。28か所のラボとインターネット・ステーション、３つの研究センター、21の研究所を備えている。

常勤教員は201名、うち68名が教授（33名は博士課程学生の指導教授）、98名が准教授である。

清華大学美術科学研究センター長、博士課程指導教授、政府教育部インダストリアル・デザイン教育

運営委員会副書記、中国科学協会全国委員会委員、中国美術家協会インダストリアル・デザイン・美術

委員会副書記、中国インダストリアル・デザイン協会副会長、中国国際インダストリアル・デザイン産

業組合議長なども務める。

経歴と研究分野：1982年、中央工芸美術学院（現・清華大学美術学院）卒業。1987年から1990年
まで、シュトゥットガルト国立造形美術大学およびカッセル大学で客員教授。研究分野は、情報芸術デ

ザインの理論と応用である。

業績：情報芸術デザイン関連分野における理論的研究、芸術作品制作、デザイン実践において目覚ま
しい業績を上げている。『Decoration』、『Literary and Art Studies』、『Art Observation』、 『Technology 

Review』などの重要な学術専門雑誌に何十本もの多数の論文を発表し、『Digital Graphic Interface 

Design』など多数の書籍を編集している。北京国際ニューメディアアート展とそのシンポジウムを第１

回から第３回まで企画・運営。アジア国際デザイン会議（日本）、国際科学と芸術展フォーラム、インタ

ラクションデザイン国際フォーラム、ヒューマンコンピュータインタラクションフォーラム（中国）等で

基調講演。デザイン作品は全国美術展に何度も選出されているほか、中国インダストリアルデザイン賞

ゴールド・メダル、国際科学と芸術展最高賞などを受賞。国家重点基礎研究計画プログラム（973プログラム）、国家社会科学基金芸術

科学プロジェクト、ニューメディアアートフォーム研究国家プロジェクト、中国鉄道旅客車両路線情報システムデザイン、2010上海万博

湖南パヴィリオンデザインプロジェクトなど、垂直的共同研究ならびに水平的共同研究のプロジェクトを数多く主宰し、また参加している。

魯曉波教授が長を務める、清華大学情報芸術デザイン系と美術科学研究センターは、産業界と密接な関係にあり、マイクロソフトやノキ

ア、IBM、P&G、レノボ、美的電器（Midea）などの企業や多数の有名研究機関と、教育・研究上の提携関係を結んでいる。彼はまた、

長年にわたりレッドドット・デザイン賞の審査員をも務めている。

指導分野：「デザイン」「価値と経験」「情報芸術
とデザイン・トレンド」「情報芸術概論」など、複

数のコースを現在受け持っている。

大学の概要

院長
魯 曉波
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上海音楽学院（SHCM）の前身は、1927年11月27日、蔡元培と蕭友梅博士が上海に設立した国立音楽院である。独立

したシステムを持つ中国初の音楽専門教育機関であり、上海音楽学院と改名されたのは1956年のことであった。2000年以

前は政府文化部に所属していたが、現在管轄は上海市に移っている。党委員会現書記は桑秀藩、現院長は许舒亜である。こ

の85年のあいだに、上海音楽学院は作曲と作曲理論、音楽学研究をひとつの核に、パフォーミング・アーツとその延長たる

音楽実践をもうひとつの焦点とする、包括的な教育システムを確立した。また、当学院は世界的名声を有する音楽家や作曲家、

音楽学者を何世代にもわたって輩出しており、そのため「音楽家のゆりかご」と呼ばれている。

上海音楽学院は、さまざまな専門を徐々に設立し、またすべてのレベルの教育を提供するものとなり、14の学科と付属の

音楽専門学校（付属小学校も含む）を備え、中国的特色を持つ一貫教育を実施している。現在当学院では学士号と修士号、

博士号の取得が可能であり、美学理論博士課程修了後のサポート機関も備えている。周小燕国際オペラセンターと国際弦楽

アカデミー、国際ピアノ芸術センターという、教育と演奏、科学的研究を一体化した３つのセンターがある。演奏グループは

６つ、上海音楽学院交響楽団とニュー・アンサンブル、弦楽四重奏団、パーカッション・アンサンブル、ナショナル・ミュー

ジック・オーケストラと合唱団がある。また、高レベルの音楽研究所、膨大なコレクションを有する音楽専門図書館、第一級

の東洋楽器博物館、独自の音楽出版部、プロレベルのコンサート・ホールがある。

上海音楽学院はつねにエリート教育方針を貫いており、ハイレベルな教師陣を誇っている。世界クラスの音楽教育機関と

の国際的協力に重きを置き、音楽家や教育者を全世界から数多く招聘して、あらゆる種類の学問研究と演奏教育に役立てて

いる。こうしたことすべてが学問的レベルのめざましい向上につながり、上海音楽学院を、中国の音楽専門教育における指

導的存在としている。

作曲家。上海音楽学院院長、作曲教授、博士課程指導教授。2010年上海万博では、開会

式と閉会式の音楽監督を務めた。米国のアレクサンドル・チェレプニン財団（1982年）、フラ

ンスの第５回ブサンソン国際作曲コンクール、イタリアの第15回ルイジ・ルッソロ電子音楽賞

など、重要な国際作曲コンクールで幾度も優勝。主要作品にはオペラ、舞踏劇、交響曲、室内楽、

電子音楽が含まれる。彼は『新グローヴ世界音楽辞典 The New Grove Dictionary of World 

Music』（ロンドンで刊行）、『21世紀音楽家辞典 Dictionary of Twentieth-Century Musicians』

（パリで刊行）にも掲載されている。

上海音楽学院

大学の概要

院長
许 舒亜
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1928年創立の中国美術学院（CAA）は、長年にわたるすぐれた業績で国内外に知られている。オールラウンドのプログラムを完全

に備えた国立初の芸術学院であるCAAは、芸術における先兵として、いち早く困難を乗り越え、充分な成熟を遂げ、飛躍的に拡大して

きた。中国芸術の再活性化を使命として、世界の芸術と理性的に対話し、現代中国の視覚文化の革新に大きな影響を与えている。その

近代的なキャンパスにおいて、学科と教師陣の拡張を、伝統的概念に基づいて行なってきた。

CAAのインフラストラクチャーは前例のないかたちで発展しており、現代水墨画教育を行なう南山キャンパスは2003年に、アーティ

ストたちのホームである象山キャンパスは2007年に完成している。学院の敷地は75ヘクタール、全床面積は30万平方メートルにおよび、

杭州と上海に合わせて３つのキャンパスがある。

また、CAAは「ひとつの環境としての美術、ふたつのリング、６つの分野」としてその学院構造を発達させてきた。重要な全国的分

野である美術、重要な地方的研究ベースである人文・社会科学双方での美学理論、重要な地方的プログラムであるデザイン、映画、建築、

テレビ、および美学理論博士課程修了後のサポート機関を備えている。学生数はおよそ9000名、うち6500名が学部生、800名が大学

院生であり、留学生が100名、準学士を授与する課程に在籍する学生が1900名、教職員は1000名いる。うち110名が教授、196名

が准教授である。

CAAは学問研究において複数的なインタラクションを奨励し、確固たる理論的基盤と実践能力を持つ革新的才能の育成に努めている。

現代中国芸術の発展におけるパイオニアを任じ、世界的レベルの大学たることを目指している。

1955年８月生まれ。中国美術学院学長、教授、中国油絵学会主席、中国美術家協会副主席、全人

代教科文衛専門委員会委員、全国文聯委員、浙江省文学芸術界聯合会主席。

1982年に中国美術学院油絵学部を卒業し、1980年代末にドイツ ハンブルク学院にて研修を受ける。

作品は以下の参加要請を受ける。「ヴェネチア建築ビエンナーレ」（2006年、ヴェネチア）、「国際芸術

ビエンナーレ」（1998年、サンパウロ）、「アジア太平洋地域現代芸術トリエンナーレ」（1993年、オー

ストラリア クイーンズランド州）、「上海ビエンナーレ」（1996年、上海）、「福岡アジア芸術トリエンナー

レ」（1999年、福岡）、「第一回広州トリエンナーレ」（2002年、広州）などの国際大型展示会及び「中

国前衛芸術展」（1995年、ハンブルク、Out of the National Ideology: Avant-garde Art of China，

Hamburg）、「アジアの夜明け・20世紀中国絵画」大展示会（2003年、パリ）、「現代中国芸術展」（2003

年、デュースブルク）、「山水の庭：中国現代景観芸術展」（2011年、ワシントン）等の重要な学術招

聘展に出展し、また、第二回北京ビエンナーレ佳作賞、「魯迅芸術賞」、「1997中国芸術大展示会金賞」

などの重要な賞の栄誉に預かった。

近頃の創作は「ヒマワリ畑」シリーズであり、多くの美術館で相前後して多数の個展を開き、「ヴィジョン」（2006年、中国美術館／ 

2007年、広東美術館）を含み、「救われたヒマワリ畑（2009年、上海美術館）、「ヒマワリ畑に捧ぐ」（2010年、浙江美術館）及び「ぴ

かいちヒマワリ畑」（2011年、蘇州博物館）、「新たに生きる」（2012年、ドレスデン国立美術館）など、作品は多くの国際美術館に収

集されている。

中国現代美術の重要な推進者として、许江は、上海ビエンナーレ、広州トリエンナーレ、杭州中国画ビエンナーレ、中国油絵ビエンナー

レなど中国の最も重要な国際学術展示会の唱道と創設に係った。長期にわたって上海ビエンナーレ芸術委員会主任を担当し、「画像の生

存：上海ビエンナーレ」（2004年、上海）、「この時に生きる：中国現代芸術展」（2001年、ベルリン）、「地の縁：現代芸術の移行とア

ジア地縁政治」（2003年、杭州）、「書は書に非ず：2005年杭州国際書道祭り」（2005年、杭州）、「意の大物：第一回中国画ビエンナーレ」

（2010年、杭州）等の多くの重要な展覧会と芸術活動を組織計画した。相前後して個人画集『新たに生きる―ヒマワリ畑の大地の展望』

（2012年）、『救われたヒマワリ畑・许江新作』（2009年）、『展望・许江の絵画』（2006年）、『大地の上に』（2002年）、『現代芸術

と本土文化』（2002年）、『上海ミラージュ』（2001年）、『都会の

眺望』（2001年）、『将棋、紙、芸』（1995年）を出版した。学術

文集の出版では、『ヒマワリ畑の辞典』（2012年）、『一メートルの

見張り』（2005年）、『ビジュアルな都市』（2005年）『南山ポート

レート』（2008年）、「本土の解体と再構築」（2010年）、『大学の

境の展望』（2010年）、『遥かなる者の日記』（2010年）、『文と絵』

（2011年）などがあり、主要編纂学術書籍は150種類以上ある。

中国美術学院

大学の概要

院長
许 江
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新疆芸術学院は、中国の新疆ウイグル自治区ウルムチ市、団結路78にある。現在のところ、中国西部唯一の芸術高等教育

機関であり、この地区の民族的多様性が特徴に反映されている。音楽系、舞踏系、美術デザイン系、映画演劇系、付属中等

美術学校、基礎教育部、文管系、予科部など、７つの系部とひとつの付属学校があり、新疆民俗芸術アカデミー、新疆民俗

音楽研究センター、新疆芸術学院民俗音楽センター、新疆芸術学院実験交響楽団、合唱団、新疆洞窟研究センターも付設し

ている。

大学の学部教育だけでなく、中等学校生や成人のための教育も行なっている。学部教育プログラムには19段階のプランと、

37の専門がある。

教職員は603名、うち218名が学院の教師で、そのうち教授は14名、准教授は89名である。教師陣のうち56名が修士号、

博士号取得者であり、７名が専門家、20名以上が国内外から招かれた客員教授である。

在籍中の学生は4000名以上、うち2479名が学部生、354名が成人の学生、1389名が付属中等学校の生徒、28名が留

学生である。

新疆芸術学院は、より高度な教育、より国際的な教育を目指し、国内外の教育機関との提携を進めており、米国、日本、英国、

フランス、ウズベキスタンなど、20か国以上の国々の機関と提携関係にある。

　1955年12月、新疆ウルムチ生まれ。1972年５月に就職し、華東師範大学教育管理専攻。

現在は新疆芸術学院学長を務める。

　1972年から1974年まで新疆アクス地域「五七」幹部学校にて再教育を受ける。その後、

1977年まで湖北大学（元武漢師範学院）化学部にて化学を専攻。1977年から1985年まで

新疆アクス地域第一高校で、同年異動し、1989年まで新疆ウルムチ市第十四高校で教師を勤

める。1989年から1990年まで新疆ウルムチ市第十四高校で徳育センター副主任、1990年

から1993年まで新疆ウルムチ市第十四高校の徳育センター長を勤める。またその間、1992

年から1993年までウルムチ第三高校、第一高校現職保留兼任副校長を兼任。1993年から

1994年まで新疆ウルムチ市第十四高校副校長。1994年から1995年までウルムチ市成人教

育学院共産党委員会委員、副学長。1995年から2002年まで新疆ウルムチ市教育委員会共

産党委員会書記、副主任。またその間、1998年から1999年まで中央党学校新疆県クラス

幹部トレーニング コースで勉学し、1999年から2001年まで華東師範大学在職大学院生クラ

スに在学。2001年から2004年まで新疆ウルムチ市経済技術開発区共産党工作委員会委員、

副主任を、2004年から2007年までウルムチ職業大学共産党委員会書記、副学長を勤める。

2007年から新疆芸術学院共産党委員会副書記、院長。

新疆芸術学院

大学の概要

院長
艾尓肯 阿不都热依木
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復旦大学上海視覚芸術学院（SIVA）は上海市のサポートと政府教育部の承認を得て、2005年に正式に設立された。文化

的・産業的発展へ向けての社会的要請に応じることのできる、視覚芸術の実用的教育機関を目指している。学生の育成にあたっ

ては、教育モードと訓練モードとを、二つの側面で組み合わせている。すなわち、教室での教育と工房での実践的教育とを組

み合わせると同時に、オンキャンパスでの教育と、インターンシップに基づくオフキャンパスでの教育とを組み合わせている。

全国人民代表大会常務委員会委員。これまでに上海市副市長、中国共産党上海市委員会副

書記、上海市人民代表大会委員長を歴任。上海市の高等教育の責任者を長く務めた。

大学の概要

院長
龚 学平
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1989年１月に行政院の建設許可を受けてから４年後の1993年に台南芸術大学の建設計画が制定された。建設は1995年

８月に始まり、翌年の７月に台南芸術単科大学として創立され、2004年８月に現在の名称に変更された。大学は烏山頭水庫（ダ

ム）に近い台南市の官田地区にある。

台南芸術大学は開校以来、芸術のプロ、中でも大学院生を対象に高等教育を提供することを目的としてきた。新しく盛ん

になってきた芸術の専門職について明るい見通しを持ち、ドキュメンタリー、映画のアーカイブ、アニメーション、芸術品の

保管など画期的な大学院の専門講座を設けるようになった。台南芸術大学は、台湾の他の音楽教育機関には見られない７年

間の教育プログラムを音楽・中国音楽学科に導入し、これは細部に注意を払いプロフェッショナリズムを追求するという建学

の精神に基づいている。

優れた教授陣と芸術的雰囲気に恵まれた台南芸術大学は、過去16年間に目覚ましい成果を上げてきた。芸術の創作と研究

に関わる分野におけるプロの揺籃の地として、台南芸術大学は台湾の最も特色ある芸術専門の学校の一つと考えられ、世界

中の芸術家の注目を集めている。近年は、技術を文化と芸術の中に統合する可能性を模索してきた。台湾のデジタル技術の

企業と異業種提携することで、大学はプロフェッショナルで創造性指向の芸術大学としての強みを示す努力を重ねている。ま

た一方で、地元の文化に対する感性を高めて保護するために創作と研究の面でも努力を怠らない。様々な国際的活動に教授

陣を参加させることで世界中のコミュニティと交流し、地元の優秀なアーティストたちが国際的な場でも存在感を持つように

努めている。

ヴァイオリン奏者である李は1965年に台湾の台北で生まれる。６才でヴァイオリンを習い始め

る。11才の時ブルッフのヴァイオリン協奏曲ト短調を演奏して（日本人の大沢可直指揮）コンサー

トデビュー。1978年、最初のヨーロッパコンサートツアーでメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏

曲ニ短調を演奏、オランダ、ケルクラーデの1978年国際音楽コンクールで金賞を受賞した華星室

内管弦楽団と共演。台北の東吳大学で研鑽を積む傍ら有名な蘇州弦楽四重奏団の第一ヴァイオリニ

ストとなった。同時に台北シンフォニエッタ（現在の台北フィルハーモニー交響楽団）のコンサート

マスターとなる（指揮はシカゴ交響楽団の准指揮者ヘンリー・メイザー）。

ニューヨークのマンハッタン音楽大学のラファエル・ブロンスタイン教授に２年間師事した後、

ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校のラザール・ゴスマン教授に師事、音楽学の博士号を

取得。偉大なヴァイオリニストのヴィクトル・ピカイゼンと共に1996年より台湾およびトルコのア

ンカラで活動を開始。

ソロヴァイオリニストとしてのリサイタルのレパートリーはバッハからシュニトケ、ダイアモンド、

ボルコムなどの現代音楽までと幅広く、台湾の新進気鋭の演奏家と室内音楽にも取り組む。1992

年に米国から台湾へ帰国後は、メンデルスゾーン、モーツァルト、ヴュータン、ブルッフ、ヴィエニャフスキ、サン＝サーンス、

チャイコフスキーの協奏曲などを台湾や欧州のオーケストラと共演。

1997年、新設された台南芸術大学の音楽学部長に任命され、台湾政府を補佐して才能ある若い音楽家を世界の舞台で活

躍させることに尽力。2007年、台湾で史上最年少の大

学学長となり、現在、台南芸術大学学長。

台南芸術大学

大学の概要

校長
李 肇修



56 GEIDAI ARTS SUMMIT 2012

参加大学紹介

台湾芸術大学は新北市板橋区にある。1954年に国立芸術学校として開校し、台湾で最も古い芸術の高等教育機関である。

50年に亙って大学が目標にしてきたのは、均衡のとれた芸術理論と創造の実践を通して、優れた芸術、一流の技術革新、グ

ローバルな展望、高い道徳規準を目指して努力を重ねる芸術家を育成することである。

台湾芸術大学は５つの単科大学から構成される。美術、デザイン、コミュニケーション、パフォーミング・アーツ、人文の

５つである。合計14の学部、３つの独立した大学院では14の修士課程プログラムと３つの博士課程プログラムがあり、さら

に３つの教育センターがある。現在大学の学生数は5000名を超え、常勤の教員数は160名以上、非常勤の教員数は770名

を超える。

台湾芸術大学はキャンパス全体にわたって様々な公演や展覧会の会場を提供し、学生や教員は存分に彼らの才能を発表す

ることができる。国際交流センターは、海外の学校との学術交流を盛んにして、学生と教員のグローバルな視点を広げ、芸

術教育の国際化という目的を満たしている。世界の100校に及ぶ大学と文化的および学術的連携を持ち、毎年学生と教員が

長期または短期のプログラムで海外に行っている。また、近年は当大学に留学する外国の学生を積極的に募集している。図

書館は25万冊に及ぶ主に人文科学に関する資料を保管し、理想的な閲読環境を提供する。美術館は、学術資料の統合と学

生の作品の展示以外に、文化遺産の保全のために研究センターを備えており、それは遺産の収蔵、研究、保管と修復におけ

る美術館の機能と有効性を高めている。さらに研究センターは学生の実習訓練に理想的な環境でもある。大学のメイン・キャ

ンパスから５分のところに創造的文化産業キャンパスがあり、そこには産業界から企業、何十という芸術家のワークショップ、

アートギャラリー、キャンパス内の劇団がある。このようにユニークな特色は芸術的創造を展開するための土台を築いている。

50年以上の間に、芸術の分野で著名な多くの人たちが当大学の教員の仲間入りをし、数え切れないほどの有名な芸術家を

育てた。その中にはアン・リーや侯孝賢のようなそれぞれの分野で素晴らしい成功を収めた優秀な卒業生がいる。

2001年から2002年まで学生部長、2003年から2010年までグラフィック・コミュニケー

ション・アーツ学部の学部長、2011年８月に校長に選出されるまで台湾芸術大学の研究開発

理事を歴任。毎年、グラフィック・コミュニケーション技術、デジタル・アーカイブ、印刷技術

に関する国際会議やセミナーに招待される。学士号と修士号をカンザス州とミズーリ州で、産

業技術（副専攻は統計学）の博士号をアイオワ州立大学から取得。台湾芸術大学で教鞭をとる

前はイリノイ州立大学で教鞭をとる。2008年夏に客員教授として中国の武漢大学プリンティン

グ・パッケージング学部で教鞭をとる。2009年夏、アパラチアン州立大学（米国ノースカロ

ライナ州）の産業技術学部で特別名誉教授として研究を行う。

専門はグラフィック・コミュニケーション技術、デジタル・アーカイブとeラーニング、デジ

タル・コンテンツの開発とアプリケーション、応用統計学、実験計画、文化創造産業。1997

年、その卓越した研究に対しアイオワ州立大学からシルビウス・ウォランスキー賞、1999年、

行政院国家科学委員会から優秀研究賞、2002年、米国の国立産業技術協会の産業技術賞、

2003年と2006年、台湾芸術大学の優秀研究賞、2008年と2010年、台湾プロジェクト・マ

ネジメント協会のプロジェクト・マネージャー・トップ100人（レベルDとCの免状）を受賞。著作に「台湾の枚葉給紙石

版産業の特性と品質仕様」「コンピュータからプレートへ」「CD水なしオフセット印刷」「アーカイブ・アートとデジタル化」「デ

ジタル・アーカイブの評価」「デジタル・アーカイブの手法とプロセスの手引」「ハイブリッドスクリーン技術の印刷特性」等

がある。

台湾芸術大学

大学の概要

校長
謝 顒丞
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参加大学紹介

1982年に台湾で最初の美術大学として創立された。大学には若い才能を育成することに極めて熱心な熟練した芸術家た

ちと、文化や芸術に情熱を持つ優秀な学生たちが集まっている。

台湾における芸術家のための最高教育機関として、当大学は伝統的なものと現代的なもの、国際的なものとローカルなも

のの両方を尊重することを信条としている。私たちの教育は理論と実践の両方に同等の重点を置き、芸術家を何世代にも亙っ

て育成し、台湾の芸術と文化の成果を高めることを任務としている。

朱 宗慶はこの20年間、台湾の打楽器音楽に幅広い関心を集める上で重要な役割を果たして

きた。彼は朱宗慶打撃楽団（JPG）というパーカッション・アンサンブルを初めて設立し、朱パー

カッション音楽学校は台湾国内で初めて開発された教育システムで、台湾の打楽器芸術を促進

するための最速のルートである。彼は1993年、1996年、1999年、2002年に行われた台

北国際打撃楽節：打楽器コンベンションで芸術監督を務めた。台湾で打楽器音楽に幅広い人気

があるのは、彼の先駆者としての努力のお陰である。

大学の概要

校長
朱 宗慶
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参加大学紹介

ソウル大学校美術大学は1946年８月にソウル大学校芸術大学芸術学部として創設された。数回の編成改革を経て、現在は

東洋画科、西洋画科、彫塑科、デザイン学部からなり、デザイン学部は工芸専攻とデザイン専攻に分割されている。それぞ

れの科・学部で４年制の学士課程と２年間の修士課程、博士課程を提供している他、学士課程にメディアアートと総合クリエ

イティブデザイン、修士・博士課程にはアートマネージメントの協同課程を設置している。

2011年、ソウル大学校美術大学学長に就任。韓国デザイン法人団体総連合会（KFDA）会長、

韓国デザイン研究所（KDRI）所長、『Asian Design Journal』編集長を務めるかたわら、国際

デザイン学会連合（IASDR）理事（2007-2011年）、光州デザインビエンナーレ総監督（2005

年）、韓国デザイン学会（KSDS）会長（2004-2005年）を歴任。主な研究分野はトレンド調

査や持続可能性など、マクロな視点によるデザイン研究である。

ソウル大学校美術大学

大学の概要

学長
イ シュンジョン
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参加大学紹介

1945年12月、京城音楽学校として創立され、1946年８月の再編成によりソウル大学校へと統合。卓越した資質の教授陣

と優秀な学生たちの功績により、世界屈指の音楽教育機関となった。

ソウル生まれ。現在、第一線で活躍するヴァイオリニスト キム ヨンウクは、フィラデルフィ

アのカーティス音楽院において伝説的ヴァイオリン奏者イヴァン・ガラミアンの元で研鑽を積み、

世界を舞台に40年以上にわたるキャリアを誇っている。ソリスト、リサイタル奏者、室内楽奏

者として世界中の聴衆を魅了し続け、アメリカ、ヨーロッパ、日本の各地で演奏活動を行って

きた。ほぼ全てのアメリカのオーケストラ、さらにヨーロッパの主要なオーケストラに出演し

ており、カラヤン、バーンスタイン、オルマンディ、ストコフスキーや小澤征爾をはじめ、数多

くの指揮者と共演している。

さらにアックス＝キム＝マ・トリオにおいて室内楽を深く探求し、1998年から2002年にか

けてボザール・トリオのメンバーとしても活動。その他にもルドルフ・ゼルキン、アンドラーシュ・

シフ、アイザック・スターン、アンドレ・プレヴィン、クリストフ・エッシェンバッハ他、多数

の奏者と室内楽で共演している。また、ガンサー・シュラーの「ヴァイオリン・コンチェルト」

およびアンドレ・プレヴィン「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」、トバイアス・ピッカー「ヴァ

イオリンとピアノのためのソナタ」、ハンス・フォークト「ヴァイオリン協奏曲」は彼のために

作曲され、いずれも作曲者たちと共に初演をつとめた。

ソウル大学校音楽大学

大学の概要

学長
キム ヨンウク
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参加大学紹介

韓国芸術綜合学校（K-Arts）は幅広い芸術の分野において実技と理論の学士課程ならびに修士課程を提供する国立機関で

ある。

本校は音楽学部、演劇学部、映画 TV・マルチメディア学部、舞踏学部、美術学部、伝統芸術学部の六学部によって構成される。

各学部は学士課程と修士課程を提供し、それぞれの専門分野に特化した独立の芸術学校のように運営されている。その上で

六学部は各々の専門分野を強化し拡張するため活発に交流と協力を行っている。最高の教育環境を提供する本校において教

授陣は比類なき能力と情熱をもって指導にあたり、学生たちは潜在能力を最大限に発揮する。この教育活動により、K-Arts

はそれぞれの学生のニーズに応じた豊かな育成環境を作り上げ、国際的に評価されるプロフェッショナルな芸術家になるとい

う一人一人の目標や理想を達成する助けとなるであろう。

1984年、漢陽大學校（ソウル）にて演劇映画学における学士号を取得。2001年、アカデミー・

オブ・アート大学（サンフランシスコ）にて美術修士（映画監督術）を取得。

1992年の監督作品「われらの歪んだ英雄（Our Twisted Hero）」は大鐘賞映画祭最優秀作

品賞・最優秀監督賞、青龍映画祭最優秀作品賞・最優秀監督賞、百想芸術大賞グランプリ・

最優秀映画賞・最優秀監督賞、第17回モントリオール世界映画祭特別賞、ハワイ国際映画祭

最優秀映画賞、シンガポール国際映画祭国際批評家賞、ラン国際映画祭審査員賞、フリブー

ル国際映画祭審査員賞など数々の賞を受賞し、シドニー映画祭、香港国際映画祭、福岡アジ

ア映画祭など非コンペティションの映画祭でも上映された。1995年の「永遠なる帝国（The 

Eternal Empire）」は大鐘賞映画祭最優秀作品賞・最優秀監督賞、ヨンピョン賞最優秀作品賞

などを受賞し、東京国際映画祭、ハワイ国際映画祭などのオフィシャルコンペティションに出品された他、韓国映像物等級委

員会1995年度ベストムービーにも選ばれた。

パク氏は1997～1999年には韓国公演芸術振興協議会、1999年韓国映像物等級委員会の委員を担当、2009年韓国芸術

綜合学校映像院院長に就任。2009年８月より韓国芸術綜合学校総長を務めている。

韓国芸術綜合学校

大学の概要

総長
パク ジォンウォン
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参加大学紹介

大邱大学校は特殊教育の為に韓国で始めてできた高等教育機関で、特殊教育、リハビリ科学そして社会福祉分野を含め

１956年に設立された。現在、大邱大学校では12学部（100科の専攻）、７つの大学院そして２万７千名の学生を持つ総合大

学である。

大邱大学校は現在韓国の全国大学の中で特殊教育、リハビリ科学及び社会福祉分野において有名なだけではなく、情報及

び放送技術、産業・学術の助け合いそして生涯教育分野にかけての優秀なプログラムも本校の誇りである。また、デザイン、

バイオ産業及び自動車部品産業分野においても競争力ある学科として位置づけられている。

大邱大学校には二つのキャンパスがある。本キャンパスは慶山市に位置し、ダウンタウンのキャンパスは韓国で三番目に

大きな都市である大邱の中心部に位置しており、航空・汽車及び地下鉄への接続が可能である。また、多様な文化施設及び

大邱のシティーセンターも近隣に位置している。文川池に囲まれた美しいキャンパスの大邱大学校は、韓国文化、言語はも

ちろんより多くのことを勉強できる理想的な場所である。

大邱大学造形大学の紹介

大邱大学の造形芸術大学は1981年から多様な専攻の人材を養成し、現在５つの専攻と２つ学科がある大規模の大学として

発展してきた。2004年からは教育人的資源部の地方大学革新力量強化事業（NURI）のデザイン事業団中心大学として選ばれ、

年間25億ウォンの支援を頂き、現代社会にふさわしい有能な人材養成と先端教育環境の改善を持続的に行っている。

大邱大学校造形芸術大学長、デザイン大学院長、造形芸術研究所長、ファッションデザイン

学科教授。延世大學校衣類環境學科を卒業。大邱カソリック大学大学院衣類学科（理学博士）。

米国、ノースカロライナ州立大学の客員研究員。

2011年、個展をDaeBek ギャラリーで、二人展を2009年２月に Interbulgo ギャラリーで

開催。現在にいたるまで招待展は多数。

また、韓国衣類学科大邱慶北支会長、大韓家政学科理事、韓国衣類学科組織理事、観光染

色加工学科理事でもある。

論文は『藍とエンジュを使った色彩

の混合のための染織（Fabric Dyeing 

with Indigo and Japanese Pagoda 

tree for color mixture）』など多数。著

書に『衣服素材の理解と分析』、『衣服

と環境』ほか。

大邱大学校

大学の概要

造形芸術大学長
ペ ジョンスク
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参加大学紹介

韓国映画アカデミー（KAFA）は1984年に KMPPC（現 KOFIC）の一部門として設立された。その目的は、停滞していた

映画産業を復活すべく人材を育成することと、実践的なトレーニングプログラムを提供し当時の映画教育の限界を克服するこ

とであった。以来 KAFA は影響力を獲得し、過去30年にわたり韓国映画ルネサンスをリードする才能ある映画人を輩出して

きた。KAFAがこれまで送り出してきた500名以上にのぼる卒業生のほとんどが映画産業の活性化に関わっており、そのうち

の100名以上が長編映画の監督である。彼らの幅広い活躍とともに、KAFA は韓国随一の映画学校としての伝統を築き上げ

たのである。

チェ イグアン氏は韓国で有名な映画監督である。「ヴォイス（Voice）」（2005年）、「彼女

はきれいだった（Life is Cool）」（2008年）、「ママ（Mama）」（2011年）等の長編映画の監

督をつとめる一方、書籍の執筆や翻訳もてがけている。自らが KAFA卒業生であるイグアン氏

は、長年客員教授としてKAFAで教鞭をとってきた。2011年11月のアカデミー長就任以来、

KAFAの再生・強化に尽力している。

韓国映画アカデミー

大学の概要

院長
チェ イグアン
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参加大学紹介

1. 設立の経緯

韓國傳統文化大學校（NUCH）は2000年、国立四年制高等教育機関として文化財庁によって設立された。韓国の長い歴

史の中で受け継がれた豊かで貴重な伝統と文化を保存・発展させる国家的努力に貢献しうる、専門技能や知識を備えた人材

の養成が、設立の趣旨である。

2. 教育目標

国家的文化遺産の保存・管理・活用に関するシステマティックな教育プログラムを提供する高等教育機関として、NUCH

は様々な分野において最高水準の技能と実地経験を積んだ世界に通用するスペシャリストを送り出し、文化遺産の保存と発展

に貢献することを目標としている。

3. 学科紹介

1）文化財管理学科

韓国の伝統文化の持続可能な発展と、貴重な文化財の適切な保存・管理という使命にヴィジョンをもって貢献している。

2）伝統造景学科

 現代と古来の造景術をリンクさせることで、自然遺産の保存・修復・管理のスペシャリストおよびランドスケープ・史跡・モニュ

メントの計画・デザイン・建設のスペシャリスト養成を目指す。

3）伝統建築学科

 現代建築の設計に伝統建築の知識を生かす能力を育み、韓国の建築遺産の保存・伝承・発展に取り組むスペシャリストを

育成する。

4）美術工芸学科

 今日の美術工芸に過去の伝統をクリエイティブに適用することで、日常生活に根ざした韓国の伝統美術と工芸のアイデン

ティティを確立し、思想と専門技術を備え、美術工芸の世界を押し広げることに貢献する才能ある集団を育成する。

5）文化遺跡学科

 遺跡調査や文化遺産の発掘などを通じて朝鮮半島の文化的変遷過程を明らかにし、システマティックな教育・訓練プログ

ラムにより未知の過去を再構築する専門家を養成する。

6）保存科学科

 終わることのない重要文化財の保存・保護に尽力すべく、素材やテクニックを包括的に理解する有能なエキスパートを養

成する。学生たちは未来の世代のために文化財の隠れた価値に光をあて新たな生命を吹き込むことができるように、科学

的調査技術や最新機材を完全に理解するまで指導される。

1987年、ロンドン大学で都市計画における修士号を取得。1994年、国立ソウル大学で建

築の博士号を取得。

1992年10月から2002年７月まで国立文化財研究

所・美術文化財研究室長、2002年７月から2010年７

月まで国立文化財研究所の所長を歴任。2010年10月、

韓國傳統文化大學校総長に就任した。

韓國傳統文化大學校

大学の概要

総長
キム ボンゴン
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参加大学紹介

モンゴル国立文化芸術大学は、モンゴルの文化と芸術の分野で最大かつ一流の大学として認められている。

当大学を構成する専門学部は、美術学部、放送・メディア学部、文化・文明学部、文化教育学部、舞台映画芸術学部、音

楽芸術学部、それに研究所と音楽舞踊単科大学がある。西洋文明と東洋文明の偉大な遺産を研究、促進、普及するために新

しいトレーニングと教育体制を強化して大きな成果を上げてきた。

モンゴルのセレンゲで生まれる。1982年に国立レニングラード大学で修士号を取得。

2011年に国立モンゴル大学で博士号を取得。ジャーナリズムと言語学を専攻。モンゴル労働

組合紙、国営モンツァメ通信社、国営新聞アルディン・エルフ（国民の権利）紙、ラジオ・ウ

ランバートルのために働く。

1991年にプレス・メディア優秀賞、1990年に最高のジャーナリズムの仕事に贈られる「ス

チール・ペン」賞を受賞。19冊の本と教科書の著者、翻訳者、編集者。

2010年６月よりモンゴル国立文化芸術大学学長。

モンゴル国立文化芸術大学

大学の概要

学長
ソニントゴス エルデニツォグト
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インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校（ISI Yogyakarta）は、美術専門学校（1950年設立）と西洋音楽専門学校（1961

年設立）、舞踏専門学校（1963年設立）を元に、1984年５月30日、国立機関として公式に発足。中心的存在たるべく、芸

術制作と芸術研究の両分野において、すぐれた教育の提供を目指している。

インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校

大学の概要

学長
ヘルミエン クスマヤティ
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参加大学紹介

インドネシア芸術大学デンパサール校は、教育大臣直轄の国立教育省が統括する大学で、国家教育総局長が実際の運営に

携わる。同校は2003年５月26日付けのインドネシア共和国大統領令No.33/2003に基づいて設立され、インドネシア芸術

単科大学（STSI）デンパサール校とウダヤナ大学の美術デザイン研究プログラム（PSSRD）を統合している。トライダーマ

大学を運営するため（教育、研究、コミュニティ奉仕活動を行う）、所在地はインドネシア、バリ州デンパサール市の中心に

あるヌサ・インダ通りにある。芸術大学として様々なカリキュラムに必要な設備を備えている：バリ伝統の音楽ガムラン、ジャ

ワのガムラン／スンダ／イリアンのガムラン、人形劇用の踊りの衣装、美術 /デザイン /工芸用の施設、その他の芸術関連施

設。現在同校は海外の大学、研究所、政府機関、NGOと連携している。例えばアジアン・カルチュラル・カウンシル、日本

の国際交流基金、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）、スワースモア大学、モントリオール大学、ソンクラー・ラチャ

バット大学、神田外語大学、東京藝術大学、沖縄県立芸術大学などがある。デンパサール校には、学士号を授与するパフォー

ミングアーツ学部（ダンス、音楽、人形劇、ダンスドラマ・音楽専攻）と美術・デザイン学部（美術、ファッションデザイン、

工芸、写真、テレビ・映像専攻）の二つの学部がある。今年設立された修士号を授与する学部は芸術学科の創作と研究を対

象としている。同校のヴィジョンは、芸術の教育、研究、普及の中心的存在となり、時代の発展とともに人間性を豊かにする

ことである。

インドネシア芸術大学デンパサール校の使命は次の通りである。

1.  様々な文化の多様性に富んだインドネシアのパフォーミングアーツを保持、開発、促進して国際競争力を養うためにパ

フォーミング・アーツの教育レベルを高める。

2. 各分野で徳性、創造性、競争力、企業家精神に優れた学者・芸術家やプロになれるように学生を教育する。

3. 優れた美術教育や科学技術の強化に繋がる研究を行いパフォーミング・アーツの独創的作品を生み出す。

このようにして大学の組織を高め社会的責任の向上をはかる。

イ・ワヤン ライ博士は2009年から2013年までインドネシア芸術大学デンパサール校の学

長。1955年インドネシア、ギャニアール生まれ。1974年にデンパサールにある KOKAR（イ

ンドネシア国立芸術専門学校）に進む。1980年に ASTI 芸術学校で学士号を取得、1985年

に米国サンディエゴ州立大学で修士号を取得。1996年に米国メリーランド大学ボルチモア校

の音楽民族学で博士号を取得。教授としてバリの伝統音楽（ガムラン）の作品を制作。作品の

一つは1996年の「バリのガムラン・ゴング・ベリ」。さらに米国ロサンゼルスにて国際的な作

品を制作。タイトルは「バリス・チナ：バリ音楽とダンスの文化変容を研究したケーススタディ」

である。

インドネシア芸術大学デンパサール校

大学の概要

学長
イ・ワヤン ライ
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VNUFAの前身は、1925年にフランス人画家ヴィクトル・タルデューにより設立されたインドシナ文化芸術学校であり、ベ

トナムで最も歴史の古い芸術学校である。75年以上に渡り、この学校はベトナムにおける芸術文化において重要な役割を果

たすとともに、ベトナム全土における芸術学の中心としての立場を維持してきた。毎年、入学してくる多くの学生たちは、絵画、

版画、彫刻、美術教育、芸術理論、美術史という６つの学科から自分が進むべき道を選択できる。また、VNUFAは絵画、版画、

彫刻の３つの修士コース（３カ年）を設けている。

総学生数は約400名で、日本、韓国、ラオス、シンガポール、ルーマニアなどから留学生を受け入れている。年間カリキュ

ラムの一環として、学生たちは一ヶ月半から二ヶ月ほど、実地研修に参加する。これは、学生たちの創造性を養う上で非常

に重要な役割を果たすプログラムとなっている。

経験豊富な講師陣50名を擁し、その多くは修士号を持ち、５名の博士号取得者、２名の教授がいる。中には米国、イタリア、

ドイツ、フランス、ロシア、そして中国などへの海外留学経験者もいる。

VNUFAには視覚芸術開発センターもあり、外国人や芸術愛好家のために漆、絹、木工、そして絵画などのクラスも提供し

ている。

また、芸術センターでは、ベトナムの古代美術の調査や収集を行っている。ミュージアムと、二つのギャラリーは、大学の

創作活動の展示や国際交流展などに使われている。コンピュータ・ラボラトリーとライブラリーは、スタッフ、講師、そして

学生たちによる専門的なリサーチのための資料を取りそろえている。

過去10年に渡り、VUFAは世界各地の大学と提携を結び、展示や学生交流に取り組んできた。提携校は、クイーンズラン

ドカレッジオブアート（オーストラリア）、メイン芸術大学（米国）、チェンマイ大学、シラパコーン大学、マハサラカーム大学

（いずれもタイ）、文化芸術大学、ラーチ工科大学（フィンランド）、ウメア文化芸術アカデミー（スウェーデン）。VNUFA は、

より多くの芸術大学との連携を模索している。本学の目的は、ベトナム国内に限らず、アジア地域や世界における芸術のスタ

ンダードとして、ベトナムにおける芸術教育の拠点となることである。

1952年生まれ。1978年、VNUFA 卒業。1993年、ローマ芸術アカデミー卒業。ベトナム

美術協会会員。1995年、2000年、2005年、2010年、ベトナム美術展（NFAE）アートカ

ウンシルのメンバー。1996年、1997年、1998年、1999年、2001年、2003年、ベトナム・

アセアン・アート展（フィリップ・モリス）のメンバー。

1985年、NFAE 最優秀賞。1984年、2004年に NFAE（部門別）最優秀賞。1991年、

国際現代芸術展（ローマ）「銀の葉」賞受賞。1993年、ローマで個展開催。国内外のコレクター

により作品が収集されている。2007年、ベトナム政府文芸賞受賞。

ベトナム美術大学

大学の概要

学長
レ アン ヴァン
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ホーチミン市美術大学は、1954年に国立サイゴン芸術大学として設立された。1975年の南北統一後は、国立ジア・ディ

ン装飾芸術学校（1913年にフランス植民地政府により設立されたジア・ディン絵画学校の後継校）と統合された。1981年

に大学としての認定を受けた。この大学は、伝統性および遠隔地教育の分野において革新的で質の高い仕事をしていると評

価されており、学部課程に関しては３年間の芸術課程と４年間の芸術教育課程、５年間の芸術課程を持ち、修士課程に関して

は２年間のフルタイム、３年間のパートタイム課程を持っている。毎年、すべての課程の合計で450名の新入生が入学している。

この大学では、毎年、ベトナムのトップクラスの芸術家を輩出するとともに、海外の多数の姉妹校との文化的交流を行っている。

1957年、ベトナム前江（ティエンザン）省生まれ。美術評論家。ホーチミン市美術大学に

て1980年、美術理論および美術史の学士号を取得。2001年、美術理論および美術史の修士

号を取得。2005年よりベトナム文化・芸術研究所研究員（基礎教育において論文口頭審査に

合格）。30年以上におよぶ教育活動および論文指導員としての業績により「傑出した教授」の

称号を授与された。国内外で多数の研究、講演、執筆活動で活躍している。

ホーチミン市美術大学

大学の概要

副学長
ツォン フィ ドク
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ベトナム国家音楽学院は、1956年に設立され、以来、ベトナムで最も古く、かつ最大の専門的音楽教育機関である。音楽

の演奏、研究そして教育に特化している。音楽の専門教育は、学部の２年生から始まる学部課程、そして修士課程と博士課

程を持っている。約1800名の学生が在籍し、40の異なるコースとプログラムを履修している。約200名の教員は、ベトナ

ムの第一線で活躍する音楽教育者である。学院には、ラオス、スウェーデン、韓国、日本などから多数の留学生が在籍して

いる。55年以上の歴史の中で、学院の卒業生たちは、演奏家、教育者、研究者、作曲家、そして指揮者としてベトナムの音

楽文化に貢献している。そしてその多くが、国内外の著名な音楽賞を受賞している。ベトナム国家音楽学院は、ヨーロッパ、

アジア、そして米国をはじめとする世界各地の120の音楽団体や学校と提携を結んでいる。

レ ヴァン トアンは、バックニン省（ベトナム）で生まれた。

バックニン省のクァン・ホ・トゥロウプ（2009年にユネスコにより無形文化遺産に認定）の

歌手となる。1985年、ハノイ音楽院（現ベトナム国家音楽学院）の音楽理論課程を修了し、

ベトナム音楽学研究所の研究者となる。1994年から2001年にかけて政府によりウクライナ

に派遣する機会を与えられ、研究に従事、博士号を取得した。ベトナムに帰国後は、ベトナム

音楽学研究所のディレクター、ベトナム国家音楽学院副院長を経て、院長に就任。2001年以降、

准教授就任。レ ヴァン トアン博士は、音楽知識学部で講義を受け持ち、文化や芸術を専攻す

る大学院生の指導に当たっている。伝統音楽国際協会、民族音楽協会、ベトナム作曲家・演奏

家連盟のメンバーである。また、数多くの科学的プロジェクトや、科学者に認められている国

内外の会議を主催している。

ベトナム国家音楽学院

大学の概要

学長
レ ヴァン トアン
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シラバコーン大学は、元々、芸術省管轄の芸術学校として設立された。現在は、タイの教育省高等教育の監督下に置かれ

ている。本学の設立と発展に関しては、シラパコーン大学設立者であり、タイではシルパ・ビラスリ教授として知られるイタ

リア人アーティスト、コラード・フェローチによる一生を捧げる努力に依っている。

本校は次第に発展し、1943年10月に国により大学として認定されるとともに、シラパコーン大学となった。発展段階の

初期には、絵画・彫刻・グラフィックアート学科において、絵画、彫刻、そしてグラフィックアートに関するプログラムのみ

が提供されていた。後年、建築、考古学、そして装飾芸術の各学科が設立され、バンコクのタープラ宮殿キャンパスにおい

て芸術大学としての基盤が確立された。さらに、ナコン・パトム州にサナム・チャンドラ・パレスキャンパスが建設され、芸術、

教育、科学、薬学、工学、産業技術の各学科が設立され、人文・科学・技術を中心とする多様な学問的関心に対応できる基

盤が整った。1997年には、タイ西部の高等教育を促進するべく、ペッチャーブリ県に情報技術キャンパスと呼ばれる三つ目

のキャンパスが建設され、動物科学及び農業技術、経営科学、情報・コミュニケーション技術（ICT）の各学科が設立された。

1999年には、音楽学科が設立され、西洋音楽、クラシック、ジャズ、そして商業音楽に関するプログラムが提供されるよう

になる。2003年にはシラパコーン大学国際学校（SUIC）が設立され、ホテル経営とマルチメディアデザインに関するプロ

グラムが始まる。

これらの発展の結果として、現在、シラパコーン大学は学部、大学院の両方において、アートとデザイン、科学と技術、

健康科学、社会科学や人文学などにおけるすべての分野のプログラムを兼ね備えている。さらに、大学院、アートギャラリー、

文化芸術センター、リサーチ開発センター、その他にも研究活動を支える施設を有している。

本校のヴィジョンは、知識、能力、道徳と倫理的感覚を兼ね備えた人材を輩出することであり、またタイや南アジア地域に

おける芸術・文化の卓越した教育拠点として、社会やグローバルコミュニティに貢献することである。

プラデット パヤックビチィアン氏は、2012年６月以来、シラパコーン大学の学長を務めて

いる。彼は1969年にシラパコーン大学で建築学を修め、1975年に米国ブルックリンのプラッ

ト・インスティテュートで建築・都市デザインの修士課程を修めた。タイ国政府観光庁（TAT）

のアドバイザーや大臣、東南アジアの考古学及び文化芸術に関する地域研究所（SEAMEO 

SPAFAA）のアドバイザー、世界観光機関（WTO）の理事、タイ国政府の開発計画部門のディ

レクターなどを歴任するとともに、現在にいたるまでシラパコーン大学理事会のメンバーとし

て、大学の運営や経営の監督や指導に大きな貢献を果たしている。

シラパコーン大学

大学の概要

学長代理
プラデット パヤックビチィアン
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ラサール芸術大学はロンドン大学ゴールドスミス・カレッジとパートナーシップを組み、芸術のコラボレーティブかつインタ

ラクティブな特性を反映したダイナミックな環境における美術の高等教育を提供している。1984年、デラサールの教育者、

ブラザー・ジョセフ・マクナリーによって創設された本校は、デザイン、美術、映像、メディアアート、ファッション、ダンス、

音楽、演劇、アート・セラピー、アート・マネジメント等、美術の全領域を網羅する卒業証書・学位を授与している。

シンガポール独特の東西文化の混交、また急成長をとげるクリエイティブ産業とあいまって、ラサールは芸術家やデザイナー

を志す学生が集い、コラボレーションを行い、創造し、アジアをはじめ世界にむけてプロフェッショナルとして扉を開くのに

理想的なプラットフォームである。

学生たちは新旧の思想概念を探求するため、批評的思考やディベート術、リーダーシップの取り方、プロジェクト・マネジ

メント術を磨く指導をうける。各自が選択した分野の基礎技術を習得させるだけでなく、本校のカリキュラムは産業プロジェ

クトでの実践や専門分野を横断するクリエイティブな作業への参加によって、幅広いポートフォリオの形成が可能である。

さらに学びの経験を豊かにするため、年間を通じて著名な芸術家やデザイナーを招聘し、キャンパスでの講義やパフォー

マンスが実施されている。これまでロバート・ウィルソン、マーク・イーリー、デヴィッド・パットナム卿、フランク・ステラ、

ロレッタ・リヴィングストン、テレンス・オコネルをはじめ、多数の卓越したゲストが来校した。

ラサールの教授団は世界20か国以上から集まった国際的な芸術家と教育者によって構成されている。教授陣の多くは精力

的に展覧会や会議、パフォーマンスなどで活躍する各分野で名の通った専門家であり、それぞれの専門技能を講義に活かす

能力を備えている。

ラサールは世界中の学生を惹きつける。学生の三分の一近くがシンガポール国外出身で、近隣アジア諸国はもとより、遠く

はスカンジナヴィア、ジンバブエ、オーストラリアからも訪れている。

建築賞受賞歴のあるキャンパスには設備の整った劇場、スタジオ、アンサンブル・スペースなどがあり、幅広いイベントや

展示のニーズに対応可能である。また、本校キュレーション部門のシンガポール現代美術研究所（ICAS）によって運営され

る1500㎡のギャラリー・スペースも併設されている。

ラサールは非営利の私立教育機関で、シンガポール教育省の資金援助のもと自律的に運営されている。

スティーブ ディクソン教授は世界的に知られた学者・研究者・マルチアーティストであり、

高等教育におけるリーダーとしてもクリエイティブ業界のプロフェッショナルとしても際立った

キャリアの持ち主である。俳優、映画監督（受賞歴あり）、デジタルメディア制作などにおいて

成功をおさめた後、1991年より大学教授となった。ディクソン教授は中国随一の俳優学校、

北京電影学院と長きにわたって関わり（1998年－2002年）、2007年以降は韓国科学技術院

（KAIST）の顧問も担当している。

また、アーツ・カウンシル・イングランド、芸術・人文カウンシル、イングランド高等教育

財政カウンシル、高等教育質保証機構においても顧問を歴任。文学における上級博士号所持者

であり、英国王立芸術協会フェロー。800ページにおよぶ著書『デジタル・パフォーマンス』（MIT

プレス、2007年）はこの分野に関する最も包括的な学術書と評価され、米国出版社協会優秀

賞（音楽・パフォーミングアーツ部門）を受賞した。ラサール芸術大学第6代目学長就任前は、

ブルネル大学（ロンドン）副学長を務めた。

ラサール芸術大学

大学の概要

学長
スティーブ ディクソン
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国立芸術文化遺産大学（ASWARA）は1994年、芸術・文化・観光省のもとに創設され、設立当初は国立芸術アカデミー

（Akademi Seni Kebangsaan）の名で知られていた。2006年８月より、マレーシア国法・法律番号653に基づき国立芸術

文化遺産アカデミーへと名前を変え、マレーシア情報通信文化省の配下に置かれることになった。その後2008年10月に大

学認定され、マレーシア唯一の芸術・文化・遺産を専門とする高等教育機関となった。本校では演劇、映像、音楽、文学、

視覚芸術、舞踊、アニメーションにおいて修了証と学位を授与している。芸術に特化した小規模大学であることから、選りす

ぐられた学生たちに限定して門戸を開いており、全コースの人数を合計しても700名は上回らない。学生たちは皆、入学前

に面接とオーディションを通過しなければならない。

ASWARAで修了証または学位を取得するにはフルタイムで３年以内に学習を修了しなければならない。本校スローガン「伝

統とともに前進する」に則り、学生達が伝統芸術の知識を確実に身に付けるよう、教育内容では伝統芸術が重視されている。

その上で、彼らは様々な分野におけるモダンアートを学ぶことも奨励される。本校卒業生の多くは演劇、音楽、映像、舞踊、

視覚芸術、文学、アニメーションといったマレーシアのクリエイティブ産業で活躍している。政府機関としてASWARA は情

報通信文化省の管轄下にあり、特に小規模大学としての機能を維持していく教育基盤の面で注意深く見守られている。

本学学長をつとめるモハマド アザ カン教授はマレーシア科学大学で美術、コミュニケーショ

ン、演劇を学び、1977年に学士号を取得した。その後米国パデュー大学において舞台芸術（舞

台背景美術・監督術）を学び1980年に修士号を取得、さらに1994年にはオーストラリア・

ニューサウスウェールズ大学で映画研究の博士号を取得した。マレーシア・サラワク大学応用

創造芸術学部の初代学部長（1993-97年）、国立芸術アカデミー総長（1998-2000年）、マレー

シア国立劇場総監督（2000-2005年）、マラ工科大学アート＆クリエイティブ・テクノロジー

学部長（2005-2011年）を歴任するかたわら、演劇・ミュージカル・映画の脚本家および監

督としても活躍している。

国立芸術文化遺産大学

大学の概要

学長
モハマド アザ カン 
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参加大学紹介

本学は1966年に開学されましたが、そのキャンパスは、緑豊かな丘陵に沿い、その地形を生かして創設されています。

世間の雑踏から離れ静かで落ち着いたその空間は、学生達の創作や演奏を自然と共に育む豊かな環境にあります。

本学は、個性的で魅力ある大学として、また愛知が生んだ芸術文化の拠点として国際的に開かれた芸術文化の核となるこ

とを目指し、次の三つの理念をかかげます。

学部から大学院までの一貫した教育研究体制をとることにより、芸術家、研究者、教育者など芸術文化に携わる優れた人

材の育成を目指します。

広い視野を持った高度な芸術教育を通して、国際的な芸術文化の創造の核となることを目指します。

教育・産業・生活文化など様々な分野で本学の持つ芸術資源を有効に活用し、地域社会と連携して、芸術文化の発展に貢

献することを目指します。

本学には、1000名に満たない学生に対し80余名の専任教員、多数の非常勤講師が在籍しており、教員は学生個々の持つ

力を引き出すことに力を注いでいます。こうした個人指導を主体とした「小人数教育」が本学の教育の基本です。そして、教

員・学生を含めてそれぞれが個性のある芸術家の集まりと考えております。

本学は国際的に活躍する多くの美術家、デザイナー、演奏家、作曲家、美術や音楽の研究者、教育者など、幅広く芸術文

化にたずさわる卒業生を輩出してきました。彼らに続く人材を育成すべく、海外においても通用する高いレベルの教育を目指

して、海外の大学との連携にも力をいれることを大学の方針としています。

また、本学は美術と音楽という両輪によって成り立っています。この二つの分野はお互いに刺激し合い、お互いに協力しあっ

て、毎年行われるオペラ公演や、その他の試み等、複合的な芸術を生み出すことに大きな意義を見出し、未来に向かって前

進し続けております。

1941年神奈川県生まれ。1966年東京藝術大学油画科卒業。1971年東京藝術大学大学院

版画専攻に入学し本格的に木版を始める。1973年に修了後、主に個展で活動する。1979

年第47回日本版画協会展で協会賞、日動版画グランプリで賞候補となる。以後、現代日本美

術の展望―グラフィックアート アンド デザイン展、リュブリアナ国際版画ビエンナーレ（ユー

ゴスラビア）、NIONDE GRAFIK TRIENNALEN（スウェーデン）、現代日本の版画1990、駒

井哲郎と現代版画展「果実の受胎」等に参加するとともに、1994年から個展を開く。また、

1998年からコングレガシオン・ド・ノートルダム修道院（調布市）等のステンドグラス制作を

手がける。2003年に沼津市山口源賞「大賞」を受賞、2007年に名古屋市芸術賞「芸術特賞」

を受賞。

愛知県立芸術大学、沖縄県立芸術大学等で教育に携わり、2007年第８代学長に就任。

愛知県立芸術大学

大学の概要

学長
磯見 輝夫
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参加大学紹介

日本文化の中における沖縄の地域文化の特性と伝統は、極めて特徴的であり、文化伝統の源流を探り、文化生成の普遍性

を究めるために不可欠の内容を持つものである。わけても沖縄固有の風土によって培われた個性的な芸術文化の継承と創造

の問題は、重要な課題であり、それらを担う人材の育成もまた長い未来への架橋として緊要である。沖縄文化が造りあげて

きた個性の美と人類普遍の美を追究するためには、さまざまな伝統芸術の問題に積極的かつ具体的に取り組み、その特性を

生かすことが日本文化の内容をより豊かにするとともに、国際的な芸術的文化活動にも寄与するものと信ずる。日本最南に

位置する本学は、東アジア、東南アジアを軸とした太平洋文化圏の中心として、地域文化伝統の個性とのかかわりを明らかに

し、その広がりを追究し、汎アジア的芸術文化に特色をおいたユニークな研究教育機関にしたい。

1947年、沖縄県恩納村生まれ。日本体育大学卒。2003年４月、沖縄県立芸術大学に教授

として就任。2010年７月、沖縄県立芸術大学長に就任。1993年より日本オリンピック委員会

強化スタッフコーチ、2006年より全日本空手道連盟ナショナルチームコーチ、2008年より世

界空手道連盟技術委員会委員長、2011年より全日本空手道連盟中央技術委員会委員長。

全日本空手道連盟公認８段　沖縄空手道連盟公認９段。2005年、文部科学大臣スポーツ功

労賞受賞。1984年、1986年、1988年、世界空手道選手権大会において個人形優勝３回。

1985年、1989年、ワールドゲームズにおいて個人形優勝２回。1986年、1989年、ワールドカッ

プにおいて個人形優勝２回。座右の銘は「不惜身命」。

大学の概要

学長
佐久本 嗣男

沖縄県立芸術大学
 Okinawa Prefectural  Universi ty of  Arts



75GEIDAI ARTS SUMMIT 2012

参加大学紹介

金沢美術工芸大学は、1946年、戦後の混乱と虚脱のなか、学問を好み、伝統を愛し、美の創造を通じて人類の平和に貢

献することを希求する金沢市民の熱意により、工芸美術の継承発展と、地域の文化と産業の振興を目指して創立された。

以来、本学は豊かな自然環境と歴史的遺産のなかで、美術・工芸・デザインの分野における個性豊かな教育と学術研究に

取り組み、文化都市金沢の発展の一翼を担ってきた。

素材を知り、技を磨き、現代に生きる表現に高めるべく「ものづくりの精神」を尊び、幅広い人間性に裏付けられた理論

と技術の彫琢をとおして、芸術が社会に果たす役割を自ら探し行動する人材を育成し、世界における創造の機会の拡大と多

様化に資するために、本学は知と創造の拠点となることを目指す。

1945年、福井県坂井郡芦原町生まれ。1968年３月、金沢美術工芸大学美術工芸学部産業

美術学科工業デザイン専攻を卒業。1995年４月から2007年３月まで、同大学同学部同学科

工芸デザイン専攻教授を勤める。2007年４月、金沢美術工芸大学長に就任。2010年４月公

立大学法人金沢美術工芸大学理事長兼学長に就任。

1972年、ファエンツア国際陶芸展ラベンナ観光局長賞。1987年、‘87八木一夫賞現代

陶芸展大賞。2002年第2回円空展円空賞。著書は『陶による新しい造形』（グラフィック社、

1976年）、『やきもの材料と表現』（美術出版社、1982年）、『陶 Vol.33 久世建二』（京都書院、

1992年）がある。ファエンツア陶芸美術館、石川県立美術館、アルゼンチン近代美術館、金

沢21世紀美術館、京都国立近代美術館、国立国際美術館に作品が収蔵されている。

金沢美術工芸大学

大学の概要

学長
久世 建二
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参加大学紹介

本学は、日本で最も長い歴史を持つ芸術大学で、その歴史は1880年に始まります。1969年には、日本初の公立音楽大

学として創設された京都市立音楽短期大学と統合し、美術学部と音楽学部からなる京都市立芸術大学となりました。

130年以上にわたって、国内外で活躍する優れた人材を輩出し、日本のみならず世界の芸術文化に貢献してきた本学は、

教育・研究理念に以下の三つの柱を建てています。

1. 本学独自の伝統をふまえ、芸術の教育研究を「創造活動」として推進すること。

芸術の教育研究はそれ自体がひとつの「創造活動」でなければなりません。自由で豊かな発想と確かな基礎力の育成を重

視し、専門性の深化と同時に分野を横断する交流を促進する本学の理念は、日本の高等芸術教育に新しい展望を切り開くも

のでもありました。それはまた、実技と理論を有機的に結びつけ、教育・研究の場を絶えず柔軟で開かれた「創造の現場」

として展開していく校風を支えています。

2. 少数精鋭の高度な教育体制を維持・展開させること。

芸術創造の技術と精神は、適切な規模と設備を備えた創造的環境の中でこそ養われます。本学の特色は、美術と音楽の各

専門分野で活躍する芸術家・研究者・教育者による少数精鋭の高度な研究教育環境にあります。それは、教員と学生相互の

親密なコミュニケーションを支え、学生自身の自己発見・自己啓発の機会を最大限に保証するとともに、分野を横断する活発

な交流を促しています。

3. 地域社会と連携しつつ、文化首都・京都の特質を活かした国際的な芸術文化の交流拠点となること。

京都は、豊かな伝統文化・伝統産業が存在するとともに、先進的な研究や産業が活発に展開する国際的な文化交流の中心

地でもあります。本学は、この京都に根ざしながら、芸術を広く発信し、学術・産業・生活文化の諸分野に創造的な視点と

活力をもたらすこと、そして世界の多様な芸術文化が交流し合う国際的な芸術創造と研究の拠点となることを目指します。

1947年京都生まれ。1972年に早稲田大学文学部卒業後、多摩美術大学教授、国立国際美

術館長などを経て、2011年より現職。専門は近現代美術。

1990年、1993年のヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、横浜トリエンナーレ

2001、あいちトリエンナーレ2010のアーティステイック・ディレクターなどを務める。アジ

アの近現代美術の企画にも多数参画。詩人としても活躍し、1991年に歴程新鋭賞、2005年

に高見順賞を受賞。

大学の概要

学長
建畠 晢
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参加大学紹介

東京藝術大学は、国立学校設置法（昭和24年法律第150号）の公布施行により、東京美術学校（現在の美術学部）、東京

音楽学校（現在の音楽学部）を包括して、昭和24年５月に設置され、美術学部（絵画科・彫刻科・工芸科・建築科・芸術学

科）、音楽学部（作曲科・声楽科・器楽科・指揮科・楽理科）の２学部10学科と附属図書館が置かれた。

その後何度かにわたって学部の拡充改組が行われ、現在は美術学部（絵画科・彫刻科・工芸科・デザイン科・建築科・先

端芸術表現科・芸術学科）、音楽学部（作曲科・声楽科・器楽科・指揮科・邦楽科・楽理科・音楽環境創造科）の２学部14

学科と、附属図書館、大学美術館、演奏芸術センター等の施設を有している。

大学院は、美術研究科・音楽研究科・映像研究科の３研究科において、修士課程・博士後期課程を設置している。また、

大学別科、及び音楽学部に附属する教育・研究施設として音楽高等学校を設置している。

東京藝術大学のキャンパスは、東京都台東区上野公園内、茨城県取手市、神奈川県横浜市、足立区千住に所在し、大部分

の学科やその他の施設は上野公園内に集中している。また、取手キャンパスでは、芸術学科を除く美術学部１年生と美術学

部先端芸術表現科、大学院美術研究科先端芸術表現専攻、横浜キャンパスでは大学院映像研究科、千住キャンパスでは音楽

学部音楽環境創造科と大学院音楽研究科音楽文化学専攻のうち一部の研究分野の学生が学んでいる。

1945年、新潟県生まれ。1970年、東京藝術大学美術学部工芸科鍛金専攻卒業。1972年、

東京藝術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻（鍛金）修了。1990年、東京藝術大学美

術学部助教授に就任。1990年、文部省在外研究員としてドイツに派遣される。ミュゼウム・フィ

アー・クンスト・ゲベルベ／ハンブルグで研修。

1997年、東京藝術大学美術学部教授、2001年、東京藝術大学美術学部長、2004年、東

京藝術大学副学長・理事、2005年より東京藝術大学長を勤める。

イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリーズなどの作品で、「宮田亮平金工展」（個

展）をはじめとして、国内外で多数の展覧会に参加。「日本現代工芸美術展」大賞・文部大臣賞・

内閣総理大臣賞や、「日展」内閣総理大臣賞、など数々の賞を受賞。

東京藝術大学

大学の概要

学長
宮田 亮平
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東京藝術大学沿革

東京藝術大学沿革

東京音楽学校は高等師範学校の附属学校となる（1899
年再独立）

東京美術学校に西洋画科、図案科を増設

岡倉覚三（天心）、東京美術学校長を辞職。美術学校騒
動起こる。東京音楽学校分教場を神田に設置

東京音楽学校本科に声楽部、器楽部、楽歌部を設置
（1909年楽歌部は廃止）

東京美術学校、東京音楽学校に専門学校令適用

岡倉覚三（天心）、東京美術学校長に就任。東京音楽学
校は上野東四軒寺跡から現在地に移転。東京音楽学校
存廃論争起こる

東京美術学校は小石川植物園内から現在地に移転

東京音楽学校は学科を予科、本科（師範部、専修部）とし、
研究科と選科を置く

旧帝国図書館煉瓦造書庫および木造建物を東京美術学
校文庫とする

東京美術学校改築工事竣工

東京音楽学校敷地を帝国図書館に割譲移管

美・音両校に陸軍現役将校配属

東京音楽学校本科に作曲部を設置

東京音楽学校に邦楽科を設置

美・音両校とも修業年限３ヶ月（翌年には６ヶ月）短縮

報国団結成

学徒出陣

文部省直轄学校として東京美術学校（浜尾新校長事務
取扱）、東京音楽学校（伊澤修二校長）を設置

（前身は文部省に1879年設置の音楽取調掛と1885年
設置の図画取調掛）

東京美術学校に普通科と専修科（絵画科（日本画）、彫
刻科（木彫）、図案科（のち美術工芸科と改称。金工、漆工））
が、東京音楽学校に予科、師範部、専修部を置く

1887

1888

1889

1890

1893

1896

1898

1900

1903

1906

1914

1922

1925

1931

1936

1941

1943

音楽取調掛

岡倉天心

伊澤修二

第3回卒業記念集合写真

美術学校本校校舎

本校教室風景
塑像教室

学徒出陣

東京音楽学校奏楽堂

1934年3月 両陛下御結婚10周年皇太子殿下御誕生奉祝演奏会 能楽（高砂）
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東京藝術大学沿革

音楽学部に邦楽科を設置

大学別科（音楽）を設置

国立学校設置法の改正により、東京美術学校、東京音
楽学校を廃止

美術専攻科及び音楽専攻科を設置 

音楽学部附属音楽高等学校を千代田区神田駿河台に設置

小塚新一郎　学長就任（第２代）

大学院美術研究科、

音楽研究科（修士課程）を設置

文部省は東京美術学校改革を断行

美・音両校とも一年間授業停止。終戦

東京美術学校が男女共学となる

美・音両校合同の芸術祭開催

学制改革に伴い国立の東京藝術大学設置

美術学部附属古美術研究施設を奈良市に設置

福井直俊　学長就任（第３代） 

芸術資料館を設置 

保健管理センターを設置 

美術学部工芸科を改組し、工芸科とデザイン科を設置

言語・音声トレーニングセンターを設置

美術学部附属写真センターを設置

大学院美術研究科、音楽研究科に博士後期課程を設置

美術学部、音楽学部、附属図書館が置かれ、美術学部
に絵画科、彫刻科、工芸科、建築科、芸術学科が、音
楽学部に作曲科、声楽科、器楽科、指揮科、楽理科が
置かれる

上野直昭　学長就任（新制大学になり初代学長）

1944

1945

1946

1949

1950

1951

1952

1954

1961

1963

1965

1969

1970

1973

1975

1976

1977

福井直俊

小塚新一郎

東京藝術大学旧校舎

美術学部附属古美術研究施設

旧文庫建物

旧大学本部

正木記念館

音楽学部附属音楽高等学校（お茶の水）

上野直昭
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取手校地を開設

澄川喜一　学長就任（第７代）

大学院美術研究科に、独立専攻として文化財保存学専
攻を設置

音楽学部附属音楽高等学校を上野校地に移転

松戸に国際交流会館を設置

演奏芸術センターを設置

大学美術館を設置（芸術資料館の転換） 

新奏楽堂竣工

山本正男　学長就任（第４代）

那須高原研修施設を設置

藤本能道　学長就任（第５代）

創立100周年記念事業開催

取手校地取得（164,401平方メートル）

旧東京音楽学校奏楽堂を移築（上野公園内）

留学生センターを大学の内部組織として設置

平山郁夫　学長就任（第６代）

美術学部の既設学科を改組し、先端芸術表現科を取手
校地に設置

情報処理センター（芸術情報センター）を設置

 

平山郁夫　学長就任（第８代）

副学長の設置

事務局・学生部事務一元化

取手校地に附属図書館取手分室を設置

音楽学部の既設学科を改組し、音楽環境創造科を取手
校地に設置

大学院美術研究科（修士課程）に先端芸術表現専攻を設置

1979

1982

1985

1987

1988

1989

1991

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

山本正男

藤本能道

澄川喜一

平山郁夫

平山郁夫

大学美術館

1999年11月 大学美術館天皇皇后両陛下行幸啓

創立100周年記念演奏会「グレの歌」

奏楽堂

取手校地美術学部
共通工房棟・専門教育棟

創立100周年記念式典

三笠宮殿下の乾杯
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創立120周年記念事業開催、藝術宣言を行う

大学院映像研究科に博士後期課程を設置 

社会連携センターを設置

大学院映像研究科（修士課程）にアニメーション専攻を
設置

社会連携センターを学内教育研究組織として整備

創立125周年記念事業「藝大アーツ・サミット2012」
開催

 

宮田亮平　学長就任（第９代）

横浜校地を開設

大学院映像研究科（修士課程）映画専攻を設置

開かれたユニバーシティショップ「藝大アートプラザ」
オープン

大学院映像研究科（修士課程）にメディア映像専攻を設置
大学院音楽研究科（修士課程）音楽学専攻を改組し、
音楽文化学専攻を設置 

千住校地を開設

音楽学部音楽環境創造科を千住校地に移転

国立大学法人法の制定及び国立学校設置法の廃止によ
り、これまで国の機関の一部であった本学は、法人格を
取得し、「国立大学法人東京藝術大学」となり、同時に
東京藝術大学を設置

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2012

宮田亮平

千住校地

横浜校地馬車道校舎

創立120周年記念式典

創立120周年記念事業　藝大アーツ・サミット'07

上野校地

取手校地正門 今と昔（美術学部側）

正門 今と昔（音楽学部側）

大学院映像研究科開所式
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締結年月日 大学／機関 国／地域 対象学部

1989年 4月 1日 中央美術学院 中国 美術学部

1989年 7月 31日 ミュンヘン音楽演劇大学 ドイツ 音楽学部

1989年 7月 31日 シュトゥットガルト音楽演劇大学 ドイツ 音楽学部

1989年12月 7日 ソウル大学校美術大学 韓国 美術学部

1992年12月10日 シベリウス音楽院 フィンランド 音楽学部

1993年 4月 1日 中央音楽学院 中国 音楽学部

1996年 5月 27日 ウィーン音楽演劇大学 オーストリア 音楽学部

1997年11月10日 パリ国立高等音楽舞踊院 フランス 音楽学部

1998年 5月 18日 英国王立音楽院 英国 音楽学部

2000年11月 7日 清華大学美術学院 中国 美術学部

2001年 1月 31日
RMIT 大学（旧王立メルボルン工科大学）
美術、デザイン＆コミュニケーション学部

オーストラリア 美術学部

2001年 4月 24日 ソウル大学校音楽大学 韓国 音楽学部

2001年10月12日 王立北部音楽院 英国 音楽学部

2002年 5月 13日 ユニバーシティ・フォー・ザ・クリエイティブ・アーツ 英国 美術学部

2002年 7月 30日
スミソニアン研究所フリーア美術館、
サックラー美術館

米国 美術学部・美術館

2002年12月20日 アナドール大学 トルコ 美術学部

2003年12月18日 ワイマール・バウハウス大学 ドイツ 美術学部

2004年 5月 5日 ウズベキスタン国立音楽院 ウズベキスタン 音楽学部

2004年 6月 30日 リヒテンシュタイン国立大学 リヒテンシュタイン 美術学部

2004年 9月 17日 シカゴ美術館附属美術大学 米国 美術学部

2004年12月16日 上海音楽学院 中国 音楽学部

2005年 1月 10日 ハレ・ブルグ・ギービヒェンシュタイン芸術大学 ドイツ 美術学部

2005年 1月 12日 シュトゥットガルト美術大学 ドイツ 美術学部

2005年 5月 3日 シドニー大学 オーストラリア 美術学部

2005年 6月 16日 台南芸術大学 台湾 美術学部

大学間交流協定締結一覧
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締結年月日 大学／機関 国／地域 対象学部

2005年 7月 28日 中国美術学院 中国 美術学部

2005年10月10日 ミマール・シナン美術大学 トルコ 美術学部

2005年11月24日 新疆芸術学院 中国 美術学部・音楽学部

2005年12月 6日 韓国芸術綜合学校 韓国 美術学部・音楽学部

2006年 3月 7日 大邱大学校 韓国 美術学部

2006年11月 3日 ウィーン工科大学　建築・地域計画学部 オーストリア 美術学部

2006年12月 1日 ロンドン芸術大学 英国 美術学部

2007年 4月 5日 パリ国立高等美術学校 フランス 美術学部

2007年 8月 3日 韓国映画アカデミー 韓国 大学院映像研究科

2007年 8月 31日 ブロツワフ美術大学 ポーランド 美術学部

2007年 9月 10日 フォーラム・ド・イマージュ フランス 大学院映像研究科

2007年 9月 28日 ラサール芸術大学 シンガポール 美術学部

2007年 9月 28日 グリフィス大学 オーストラリア 美術学部

2008年10月24日 ミラノ工科大学 イタリア 美術学部

2009年 2月 20日 ウィーン応用芸術大学 オーストリア 美術学部

2009年 6月 8日 台湾芸術大学 台湾 美術学部

2009年 6月 23日 韓國傳統文化大學校 韓国 大学院美術研究科

2009年 7月 9日 トリノ工科大学 イタリア 美術学部

2009年 7月 27日 台北芸術大学 台湾 美術学部

2010年 4月 1日 ロイヤルアカデミースクールズ 英国 大学院美術研究科

2010年 6月 17日 ナント芸術大学 フランス 大学院美術研究科

2010年 7月 9日 カタルーニャ工科大学　バルセロナ建築学部 スペイン 美術学部建築科

2011年 1月 11日 アアルト大学　美術デザイン建築学部 フィンランド 美術学部建築科

2011年12月29日 陜西師範大学音楽学院 中国 音楽学部
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