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創刊の辞

　この度、東京藝術大学社会連携センターでは紀要を刊行するこ

とになりました。東京藝術大学にはその専門分野 (美術・音楽・映
像 )の研究成果を発表する機会はありましたが、社会との連携と産
学官による芸術と科学を混在させる研究成果を発表する機会があり

ませんでした。そこで、この分野の存在価値を高め、新しい知見

を創造することを目的に紀要を作りました。この紀要の特徴は、芸

術と科学の混在を社会に発信する場であることです。そこで最初

に社会連携に必要な高度な理論と構造について研究論文を掲載

し、その後に事業報告という形で社会実装されたイベントやシンポ

ジウムの報告を載せています。東京藝術大学と社会との繋がりの

意義や目的を文章化する事により、社会連携センターの方向性を

明確にするところから始めます。事業報告は、若い人々が社会連

携センターの企画に携わり、芽から成長し変容していく教育の記録

として、発想の転換が読み取れるような内容にしていきたいと考え

ています。ものを創る指先に神経を集中させてきた意識を、少しづ

つ頭の部分にも浸透させていく時期にきています。今までの繊維に

沿って縦に割っていた斧から、繊維を垂直に横に切っていく鋸の可

能性を加えていきます。また、伝統と高度な技術の縦糸に現代の

柔軟な横糸を織り込んでいきます。今まで身近にありながらも気が

付かなかった付加価値の構築を目指し、様々な分野での競争と共

存を期待しています。

社会連携センター長 宮廻 正明
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1 Feature:

巻頭寄稿

世紀を超えた回答
―日本文化の多文化的構造―

東京藝術大学社会連携センター　特任教授　伊東 順二

日本的なものとは何か？

　その命題は１７世紀から１９世紀まで300年近くの間、鎖国をして過ごした我が国
おいて、考えるべくもなく自然と成立しているかのように見えたものであった。すべ

てが固有の基盤の上で自立的に存在していて純粋に培養されているような錯覚。

古代や中世において「和風」、「唐風」というように文化の純粋性と混在性の中でア

イデンティティの獲得に相克していた時代を忘れてでもいるかのように、江戸時代

の人々は「和」に吸収された様々な異なった文化表現を一つの個体としてとらえ純

粋化していった。アイデンティティという概念的な確立の必要性は薄れ、表現の技

術的進化と安定した政治状況の下で拡大し続ける文化支持基盤に対する質を維持

しながらも広範に供給できるシステムの進化と確立にいそしんでいた。その象徴が

浮世絵という不特定多数の大衆を対象とする美術メディアだった。その開発の基

盤となるのは現在の情報化社会がそうであるように認識において共通の理解が存

在するという前提が必要だからである。ロラン・バルト流に言えばデノテーションが

コノテーションを支配するほど強固に存在する社会。それは現代のアイドル現象に

おいてもその残照が見られるほど日本近世文化を象徴する性格の一つである。

　閉じられた価値観の中で文化と文明は進化する。そのような幻想を打ち砕いた

のが、日本文化が海外において初めて独特な表現と技術を持つことが高く評価さ

れた19世紀ヨーロッパに起こったジャポニスムであったことは疑いがなく、西洋か
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ら個別性を指摘されたその時から私たちの前には、皮肉なことにそのように評価さ

れる日本文化とは何か、その固有性とは何か？ 絶対的に存在していた私たちの価
値観の相対的な価値観とは何か、という命題がキリスト教という絶対的なアイデン

ティティを持つ西洋から突き付きつけられることとなった。

　１９世紀前衛運動の流れの中でのヨーロッパにおける芸術革新運動の最も大きな

刺激となったジャポニスムというムーヴメントにおける日本美術の工芸や表現手法、

制作手段、技術の評価対象とはいったい何なのか？ それまでは疑いもなく持って
いた価値観の揺らぎの中で、私たちは１世紀以上もの間、その問いかけに自問自答

し、その答えを保留してきた。いや、むしろ答えられなかった、といったほうが正し

いかもしれない。ジャポニスムはフランスにおいて印象派を生み、その後の前衛芸

術運動を通じて20世紀現代芸術の誕生を促したと言われている。浮世絵をはじめ
とした日本の美的表現が色彩や遠近法そして簡潔な線描において西洋のアカデミ

ズムとは異なった文法を持っていたことが、そこからの脱却を目指す芸術家たちの

ヒントになったことはモネやゴッホの作品を見れば明らかであるし、イタリアやドイツ

において最も完成された現代デザインの分野においてもその痕跡を見ることができ

る。しかしながら、19世紀以前の伝統美術や工芸作品はともかく1900年のパリ
万博を頂点とする当時の美的表現におけるヨーロッパと日本の文化におけるインタ

ラクティヴな関係とは裏腹にその後の20世紀美術史を俯瞰するとき、藤田嗣治や
具体美術などいくつかの例外はあるものの、印象派による日本的視点の近代化に

ついて、日本美術の伝統的な文脈からの明確な回答が出されていなかったのは残

念なことである。

　1995年、私はベネチアビエンナーレ日本館コミッショナーとして、「数寄」という
展覧会を企画した。それは「文化の多様性」という時代の視点の変化を踏まえな

がら、日本で16世紀に完成された「侘茶」のキーワードである「数寄」という視点
から、西洋的手法による絵画、伝統的手法による絵画、３Dコンピューターグラフィッ
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歌川国芳『相馬古内裏』
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クスなどを網羅し一つの固定的視点のもとに紹介するというものであった。同じ文

化に存在する表現の多様性、そのネットワーク構造こそ日本的な感性に裏付けられ

ているものである、と考えたからである。

　結果、多文化時代を迎えようとする海外では高く評価されたものの、日本では激

しく非難されることとなった。なぜなら、当時の日本、もしくは明治期以来の日本に

おいては「芸術」とは「西洋的なもの」であったからである。芸術における鎖国はま

るで凍結化されたかのように現代まで続いていた、と言っても過言ではない。そし

て、明治期以降の国家的支配概念が西洋的近代主義であった以上過去は否定さ

れるべきものであったことはすべての分野において共通した状況であった。皮肉な

ことは、日本が300年間持続する伝統から決別しようとする、まさにその時にヨー
ロッパにおけるジャポニスムが起こった、ということである。そして、他者に対して

開かれた構造を持っていた日本文化はそれを否定することでその扉を逆に閉ざした

のである。そして、私たちは西洋において評価された日本的表現の独自性を見つ

め直し、構造的理解に進むことから目を背けるとともに、西洋においてもその表現

を支える技法、技術、素材、そして何よりも美学を体系的に紹介することもなかった。

その証明はジャポニスム期におけるルイ・ゴンスの「日本美術」やエドモン・ド・ゴ

ンクールの「北斎」、「歌麿」以上の日本美術批評がその後西洋に生まれなかったこ

とを見ても明らかである。そのすべての著作に多大な貢献をしたといわれている

1900年パリ万博日本館プロデューサー、林忠正のように双方向性の文化的視点
を持つこと自体が日本においては異質なものととらえられてしまったからである。つ

まり、国内においては異常なほどに日本文化の絶対性に固執し、海外に向けては

それを否定する。逆説的で自己矛盾的な文化観が長く日本を支配していたのである。

　しかし近年、パリ・ギメ美術館の北斎展、ポンピドーセンターの村上隆展、ロン

ドン・大英博物館における春画展、またルネッサンス以来の西洋的芸術概念の拠

点でもあるフィレンツェ・ピッティ美術館での現代日本画家宮廻正明のトゥールビヨ
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ン展など、西洋を代表する美術館で相次いで日本美術の展覧会が行われそれぞ

れ成功を収めたことはジャポニスム以来のヨーロッパからのその現代化の問いかけ

への時系列的で明確な回答を行うものであるとともに、日本美術の江戸後期、明

治初期にあたるジャポニスム勃興時に彼らが着目した日本美術の国際的視点に

立った可能性についての指摘が正しかったことを証明することである、と思っている。

　宮廻の絵画に見られるように現在でも伝承されている日本絵画のユニークな特徴

は光と空間の魔術とさえいえるもので、その感覚的な要素の中にセザンヌのような

普遍的な構造概念を宿したものでもある。そしてその世界全体は純粋に哲学化さ

れた印象の明確な分析によって成立するとともに、日本文化の方法論からでも西洋

の芸術概念に到達することが可能なことを示しており、同時にその弁証法的証明

をなすもので、「純粋印象主義」と私が呼ぶところのものである。宮廻を例に日本

絵画の中で純粋培養されたデノテイティヴでコノテイティヴなものが同居する日本絵

画の構造を見てみよう。

　宮廻の作品を構成するもの、それは彼の固有のキャリアによるところも多いと思

う。自身は日本において古代信仰の神が宿ると言い伝えられている出雲の地に生

れた。風土においては日本の原点を象徴する景観を有する地方であるが、同時に

日本において古来大陸文化との交流拠点であった日本海沿岸に属している。それ

と共に、彼が日本画を志すようになった経緯もその作品世界に重要な陰影を与える

ことになる。日本における美術、音楽における教育の最高峰が東京藝術大学であ

ることは周知のことであるが、彼が最初に志したのはグラフィックデザインであった。

卒業後においても、彼が作品制作にすぐ向かう事はなかった。彼が向かったのは

日本画における文化財の保存修復。そこで彼は師となる日本画家平山郁夫と出会

うことになる。そして、彼の勧めで絵画の創造を開始するのである。現代の芸術

批評においては作家の経験の集積という視点が軽視される傾向にあり、結果であ

る作品のみの分析に偏る傾向があるが、彼の画業にとって、その経験の集合は重

要であると思う。つまり、画面の図形的把握と色彩の合理的探求、表現技術の歴
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宮廻正明『協奏曲』
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史的探求による継承と革新の時系列的理解と多様な技術の習得、それらの基盤と

して存在する風景と風土の記憶。結果、彼の中の経験の集合それ自体が日本文

化自体を形象化するものとなり、それを技術的にも理論的にも説明するに足る表現

となって行く。「螺遊」と彼が名づける基本的な図形への追跡は普遍的な概念への

探求以外の何ものでもない。異なる要素を一体化しようとする志向とそれをネット

ワークする概念と美学。それこそ日本文化の本質的構造であり、日本人が近代に

おいて置き忘れてきたものである。「水花火」にしても「協奏曲」、「天水」にしても、

一見日本的な風景であるが、情緒的に表現するのではなく、その分析を色彩とい

う光学的、物理的存在を集積の密度に当てはめ形態の変化と一致させるという画

像の合理的完成を意図して。

　プラトンが言うように、理性というものが無数に伸びる感性因子の配分を意味す

るものならば、彼は私たちにとって最も情緒的に見える対象の中に理性的構造を実

現しようとしているのではないだろうか。そしてその科学的精神こそ、実は鎖国前

16世紀の大航海時代の交流において西洋が日本にもたらしたものであり、本来日
本人の感性の中に宿っていた「数寄」的集合への志向を裏付けるはずのものだっ

た。しかし、その具体化の前に日本は海外との関係を断ち、独自の表現的進化を

はかり、その結果、300年後その西洋において注目を浴びることとなる。ジャポニ
スムにおいて、西洋が着目し、評価した日本文化の様々な表現と多様性は実は西

洋的科学的精神によって加速化されていた、と思うのは私だけの思い込みであろ

うか ?
　そうではないとすれば、モネやスーラやゴッホが、その表現に日本美術の構造を

適用し西洋表現的完成を見ることができたであろうか ?
　もし、両者に共通する要素がなかったとすればそれはただの日本趣味にしかなら

なかったであろう、と私は思うのである。他の多くの関連した造形運動、例えば、

近代デザインの先駆けとなったアール・ヌーボーや、アーツ・アンド・クラフト、ユー

ゲント・シュティール、ウィーン分離派などにおける日本美術の理解にも同じことが
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言えるだろう。ネジ山が異なるネジが決して重ならないように、共通する「理」なく

して影響関係は起こらない。それは逆方向における日本における西洋芸術の影響

も同様である。しかし、他者を認識すべくもない当時において、そのような理解は

存在するべくもなく、ジャポニスムへの日本からの返答はなされず、その表現を支え

る技術的背景や素材と表現の関連性に関しての詳細な解説を伴う具体例をあげら

れることはなかった。作品体験だけで、また油絵の材料と技法だけで日本画に共

通する世界を再現したスーラなどの作品は奇跡としか言いようがない。

　結論から言えば、宮廻の作品において象徴的で現代日本画の一部に潜在的に

継承され、発展した分析的で構造的な概念背景は長年置き去りにされていた西洋

への回答に相当するものである。細かく分析された色彩とその微妙なグラデーショ

ンに、モチーフ間の形態の融合の中に朦朧としながらも現実感を生む理由は鉱物

原料を動物性油脂で定着される日本画独特の彩色と画面の裏から彩色するという

裏彩色という技法を用いるからであるが、その技術や材料自体も古来私たちが独自

の表現を確立するために実行したように西域やアジアから輸入し、その多くが日本

だけにしか存続していない技術を選別し、結び合わせて実現されている。また、

一様に見える素材自体にも厳しい宮廻の選別は行われ、いたずらに伝統的な成分

に固執せず表現を成立させるための革新を意識している。

　モチーフにおいても同じである。いたずらに伝統的なモチーフに固執することなく

時代に存在するすべて、そして、世界にあるすべてを対象として、材料と技法と

表現の一体性の公式を証明しようとするのである。それはもはや既存の技術を超え

て彼が中心となって開発した光学的画像解析技術やデジタルプリンティングアプリ

ケーションのように過去を踏まえた未来へも向かっている。そして、行きついたのが

図像の根本原理の中に螺旋構造を認め適用して行くという方法である。すなわち、

印象という人間の知覚認識がいかに合理的な基盤と背景を持つものなのか、そし

てそれを解析することが芸術家の使命であるかのように宮廻は作品と自らの技術を

生み出していく。それは伝統に背反するようでいて、実は狩野永徳に代表される
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初期狩野派の合理的姿勢や、あらゆる情報を横断するような北斎に代表される江

戸浮世絵師たちの多文化的な姿勢にも通じるものである。

　不遜ともいわれるかもしれないが、あえてここで言及する。ルネッサンスによる人

間追求の科学的アプローチとしての芸術表現という命題を西洋は、宗教や封建的

呪縛のために19世紀まで発展させることができなかった。ルネッサンスによってそ
の価値を再評価し、ダ・ヴィンチやミケランジェロのような天賦の才能によってその

超越のヒントは提示されたにしても、それを踏襲したヨーロッパにおけるアカデミズ

ムはいたずらな古典古代の模倣に終わってしまった。その中には、ルネッサンスの

巨匠たちが残した最大の遺産である自由な発想と思考のための自由な精神への希

求は全くと言っていいほど消去されてしまったのである。しかし、その追求におい

て全く自由な発想と論理の構成という可能性をアカデミズムの牢獄から脱出しようと

する印象派の作家たちは日本美術に見たのである。その後のすべての芸術分野に

おけるドラスティックな展開はその視点がいかに確かだったか、ということを示して

いると思うとともに、日本においても安土桃山時代から元禄における西洋文明と文

化の輸入への視点がいかに本質をつくものであったかを告げるものでもあると思う。

なぜなら、日本の多くの伝統芸術と呼ばれる分野が実はルネッサンスと時を同じくし

て始まった大航海時代と時を同じくする安土桃山、多くは江戸時代に完成形を生

んだからである。江戸時代の浮世絵を頂点とする日本芸術の自由で平等で好奇心

に満ちた本質は、純血主義から生まれたものではなく、宗教についてもそれを実現

したように、さまざまな文化や文明を分け隔てなく受け入れることができた多文化

時代を先駆けるような超越的で横断的な姿勢から生まれたものであり、そのアンビ

バレントな性格を決定づけたのは1５、16世紀を起点とした西洋との関わりの中か
ら生まれたといってもよいと思う。印象派を中心とした19世紀ヨーロッパの前衛が
ジャポニスムといわれるような流れの中で着目し続けたものは、色彩遠近法や光に

よる空間の把握のような様式的な表現だけでなく、技術や表現における全く自由な

発想と論理の飛躍、そして自立した精神であり、それこそが実はギリシャ時代に科
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学と表現に自由をもたらせるものだったのである。彼らは彼らでルネッサンスで構成

に科された解くべきエニグマを、日本美術を媒介としてようやく回答を見つけたので

ある。そうでなければ、その後の芸術と科学の自由で劇的な発展はなかっただろう。

ようやく、今見直されつつあるジャポニスム勃興時の日本美術におけるその視点と

立場の復権が時として直接的表現の評価にのみ依存してしまいがちな印象派の再

評価をも促すものであり、また彼らの指摘が近代芸術の根本的な問題に触れるこ

とであるという証明であり、その再評価を通じて今様々なジャンルを横断して多様

な結実を生んでいる状況は、その超越的で平等的な本質を看破した19世紀西洋
の芸術家たちへの日本美術の世紀を超えた回答であると私は思うのである。
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2 Feature:

査読論文

文化芸術デジタルアーカイブと著作権
―総合芸術アーカイブセンターにおける実践と比較法的観点からの覚書―

東京藝術大学総合芸術アーカイブセンター　特別研究員　生貝 直人

概要

　東京藝術大学（以下、本学）では、2011年5月に「総合芸術アーカイブセンター」
を設立して以来、本学に関係する様々な文化芸術作品のデジタルアーカイブ化と

公開に関わる研究と実践を進めており、筆者は知的財産担当の特別研究員として、

当初から主として著作権に関わる研究と権利処理実務を担当してきた立場にある。

本稿は、その3年強の実践により得られた知見の一部を記すと共に、文化芸術デ
ジタルアーカイブの促進という国際的潮流の中における総合芸術アーカイブセン

ターの位置付けを示し、そして今後の我が国における文化芸術デジタルアーカイブ

の促進に関わる政策的課題と、その解決の方途を論じることを目的としている。

Abstract

The Tokyo University of the Arts established the Art Archive Center in 
2011 as a cross-disciplinary organization. The center has been conducted 
studies and practices related to archiving and making available publicly the 
university’s diverse cultural heritages, and the author has been responsible 
for copyright and other intellectual property aspects of them. This article 
aims to explain about the knowledge obtained from center’s activities and 
to discuss about the policy issues to foster the digital archives of cultural 
heritage in Japan. Finally, some recommendations for the future Japan’s 
copyright law and policy will be presented.
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1： はじめに

　インターネットを中心とした情報技術の本格的な普及に伴い、従来は物理的な場

所・空間、特に美術館や博物館、図書館、アーカイブズ等の文化施設を中心と

して営まれてきた文化芸術作品の保存と公開は、急速にその主たる舞台をインター

ネット上に移しつつある。我が国においても、国立国会図書館「近代デジタルライ

ブラリー 1」における著作権保護期間満了書籍等のインターネット公開、1900～
1950年代の歴史的音源を中心とした同「れきおん 2」、国立文化財機構の4つの
国立博物館 （東京国立博物館、京都国立博物館、 奈良国立博物館、九州国立博物
館）の所蔵作品をデジタル公開する「e国宝 3」などを中心として、文化芸術作品の

デジタルアーカイブ化と公開は急速に進められつつある。

　さらに知的財産戦略本部が毎年策定する「知的財産推進計画」においても、

2014年版においては「アーカイブの利活用促進に向けた整備の加速化」が優先
的な政策課題として提示され、「アーカイブを充実させていくことは文化大国として

の我が国の責務であるとともに、長い伝統と豊かな文化、そして幅広い分野の最

先端技術を有する我が国が戦略的に取り組むにふさわしいものである」として 4、特

に2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、文化的・経済的波及効果
を目指したアーカイブの構築と利活用促進を進めていくことが明記されるに至って

いる。

2：諸外国の状況

2-1：EUヨーロピアナと制度的背景

　諸外国を見れば、このような文化芸術デジタルアーカイブの構築において世界

的に先導的な施策を進めているのが、膨大な文化的遺産の蓄積を有する欧州連合

（European Union、EU）である。EUでは、欧州委員会の主導により2008年
に全欧州のデジタルアーカイブ・ポータルである「ヨーロピアナ（Europeana）5」を

1. http://kindai.ndl.go.jp
2. http://rekion.dl.ndl.go.jp
3. http://www.emuseum.jp/
4. 内閣官房知的財産戦略本部「知的財産推進計画2014」2014年（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
titeki2/kettei/chizaikeikaku2014.pdf）、pp.43-46.
5. http://europeana.eu
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開設し、2013年末時点では欧州各国の約2,300の文化施設が参加、各施設が
所蔵する3,000万点を超える所蔵作品の一括検索とデジタルデータの閲覧が可能
となっている6。特筆すべきは、これらの作品は所蔵施設毎に逐一の著作権状態

の確認と表記を行うと共に、すでに700万点を超える作品データが、クリエイティ
ブ・コモンズのような自由利用ライセンスを付与され、EU市民に限らない誰もが自
由な再利用を行うことが可能とされている点である。さらに参加施設との協定によ

り、書誌情報や作品解説等のメタデータについては、CC07という、著作権等の

権利を完全に放棄する記述がなされており、外部サービスからの利用等を自由に

行うことができる。ヨーロピアナは2014年の活動計画において、その主たる役割
を作品発見に主眼を置いた従来の「ポータル」から、新たな創造活動のための「プ

ラットフォーム」へと変容させることを明示し、このような自由利用可能なデータをよ

り一層拡大していくものとしている8。

　このような文化施設による大規模な所蔵作品のデジタル化にあたっては、次項で

詳述する著作権制度の問題が主要な制度的課題となるが、デジタルアーカイブの

公開や再利用促進と関係が深いのが、国際的な政策イニシアティブとして近年各

国で進められている、いわゆる「オープンデータ」政策である。オープンデータ政

策の意味するところについては、国や分野、文脈等によりさまざまな定義やアプロー

チが提唱されているが、2013年の「電子行政オープンデータ戦略」における「公
共データは国民共有の財産であるという認識の下、公共データの活用を促進する

ための取組 9」という表現を、およそ国際的に共有された定義として参照することが

できる。我が国においては、いまだ美術館・博物館・図書館・アーカイブズといっ

たMLA（Museum, Library, Archives）をオープンデータ政策の対象として捉

えることは少ないが、少なくとも公的に運営されるMLAについては、オープンデー
タ政策の主たる対象である通常の政府機関や独立行政法人等と同様の公共的性

6. Europeana, Business Plan 2014, 2014, pp.8. (http://pro.europeana.eu/documents/900548/
f19cc4ff-56a3-422c-83d9-f156ecc9b4ca)
7. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
8. Ibid. ならびに同活動計画の詳細については、塩崎亮「ポータルからプラットフォームへ：Europeana事業
計画2014」カレントアウェアネス-E、No.258、E1557、2014年（http://current.ndl.go.jp/e1557）を参照。
9. 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「電子行政オープンデータ戦略」2013年（http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei.html）、pp.1.を参照。
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質を有するものと捉えることが適切であろう。

　事実EUにおいては、2003年に採択されたオープンデータ政策の基盤法制で
ある「公共セクター情報の再利用指令 10」の大幅な改正を2013年に採択し 11、従

来同指令の対象外であった公的な文化施設（美術館・博物館・図書館・アーカイブ

ズ）をその対象に明確に含めている。同改正は2015年内を期限としてEU加盟
各国の国内法化を義務付けており、国内法の発効後は、各国の公的なMLAは、
その公開するデジタルデータ等について、第三者が権利を保有しているなどの問

題がない限り、原則として誰にでも非差別に、低廉な対価で再利用可能とするこ

とが求められる。同指令の要求には適切なメタデータ付与も含まれており、ヨーロ

ピアナに公開される文化芸術作品の量と質、特にオープンライセンス等が付与され

自由利用可能な作品データは、一層の拡大を見せることが予想される。

2-2：米国における施策

　同様の施策は米国においても急速に進められており、2013年にハーバード大
学図書館等を中心として開設された米国デジタル公共図書館（Digital Public 

Library of America、DPLA12）は、2014年時点で参加文化施設数約1,300、
登録作品数は700万点を超える広がりを見せている。さらにオープンデータ政策
に関しては、元来米国では我が国やEU等と異なり、連邦著作権法105条により
連邦政府職員の作成した著作物はパブリックドメインと規定されているため、著作

権法上の措置の必要性は少なかったが、2014年5月にはオバマ政権により策定
された「オープンデータアクションプラン 13」により、2014年末までに米国の代表
的国立文化施設であるスミソニアン機構の各機関が保有する作品データを、利用

規約等を含めオープンデータとして再利用可能とすることが明記された。さらに同

月には、連邦政府の支出情報等の標準化やデータ公開手続を定めた、連邦初の

10. Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information.
11. Directive 2013/37/EU amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information. 
同指令の規定と国内法、ならびに改正経緯の詳細については、生貝直人「諸外国におけるオープンデータ政
策と著作権」小泉直樹他編著『クラウド時代の著作権法―激動する世界の状況―』勁草書房、p.135-156, 
2013年を参照。
12. http://dp.la
13. U.S. OPEN DATA ACTION PLAN - The White House, 2014. (http://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/microsites/ostp/us_open_data_action_plan.pdf)
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オープンデータ法制であるデータ法（Digital Accountability and Transparency 

Act、DATA Act）が成立している 14。

2-3：我が国の状況

　我が国においても、文化芸術デジタルアーカイブの共通ポータルについては、

国立国会図書館サーチ 15が、同館を含む国内各種文化施設所蔵・公開作品を広

く対象とした分野横断的検索サービスを提供しているが、各施設の作品データ・

画像自体の大規模な公開、そしてそのオープンデータとしての再利用可能性の確

保等は今後の課題であると言えよう。また前述した「電子行政オープンデータ戦略」

に基づく各種施策については、政府機関の保有する行政情報のオープンデータ化

については積極的な施策が進められ、またその共通ポータルであるData.go.jp
の構築等も進められているところであるが、公的な文化施設に関わる具体的施策

は、未だオープンデータ政策の文脈での議論自体が僅少である。包括的なオープ

ンデータ法制の検討を含め、国際的趨勢に鑑みた、政府機関・自治体・独立行

政機関等、ならびに国・自治体運営を含む文化施設のオープンデータ化と連携の

ための基盤構築を検討する余地は大きいものと考えられる。

3：我が国における制度的論点

3-1：文化芸術デジタルアーカイブのための制度的施策

　このような膨大な文化芸術デジタルアーカイブを、我が国においても実現してい

く上で最も重要な課題となるのは、著作権をはじめるとする知的財産権をいかに取

り扱うかという問題である。前述した「知的財産推進計画」においても、「アーカイ

ブの利活用促進のための著作権制度の見直し」は具体的な検討事項として提示さ

れ、「著作権者不明の場合の裁定の手続の簡素化や、裁定を受けた著作物の再

利用手続の簡素化など裁定制度の在り方について早急に検討を進めるとともに、

諸外国の取組・動向等も参考としつつ、アーカイブ化の促進に向けて新たな制度

14. EU・米国の近年の動向と関連法制の詳細については、生貝直人「オープンデータと図書館―最新の海外
事例と動向」国立国会図書館 びぶろす-Biblos、65号、2014年（http://www.ndl.go.jp/jp/publication/
biblos/2014/7/01.html）を参照。
15. http://iss.ndl.go.jp
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の導入を含め検討を行い、必要な措置を講じる」ことが明記されている 16。本学総

合芸術アーカイブセンターは、この3年強の活動において多くの文化芸術作品の
デジタル化・公開を実施してきており、特に本学の性質上、美術品や公文書等は

もとより、音楽や芸術分野の講義映像等を含むきわめて多種多様なデジタルアー

カイブ構築を進めてきたことから、我が国において先駆的にデジタルアーカイブに

関わる著作権制度の課題に直面する経験を蓄積してきたと言うことができる。以下

ではそのような実践の蓄積を念頭に、諸外国における制度改革の実践を参照しつ

つ、今後の我が国における文化芸術デジタルアーカイブの発展のために必要な制

度的施策を論じる。

3-2：学内・文化施設内での保存等

　著作権保護の対象となる芸術作品の複製やデジタルアーカイブの公開には、著

作権者の許諾が必要であり、実際に本学においても、個別の権利者や、

JASRAC（日本音楽著作権協会）等集中権利管理団体に許諾を得る作業を進めて
いる。しかし学内での保存に伴うデジタル化・複製についてまで、悉皆著作権者

の許諾を得ることは必ずしも現実的ではない。加盟率の高い集中権利管理団体が

存在せず、かつ現物の長期保存が困難な美術作品に加え、音楽分野の演奏会に

関しては、演奏会時点での記録と保存を行わなければその場で失われてしまう。

このような問題は、本学のような芸術系大学に限らず、国内のMLAや音楽ホー
ル等においても同様の状況と考えられよう。文化芸術作品の保存と利活用、そし

て権利者の発見や公開のための利用料支払いの予算的措置が可能となった際に、

許諾を得た上での公開を進めていくためにも、何らかの権利制限等の措置は不可

欠であると考えられる。

　既に著作権法31条1項2号においては、公立図書館や大学図書館等における
「図書館資料の保存のため必要がある場合」の著作物の複製を認めており、また

同項における複製は「司書又はこれに相当する職員」を置いた各文化施設におい

16. 前掲「知的財産推進計画2014」pp.45.を参照。
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ても可能とされているが（著作権法施行令1条の3各号）、その対象となる著作物の

要件はきわめて限定的に解釈されており、多種多様な文化芸術デジタルアーカイ

ブに対応しうるものではない 17。本学総合芸術アーカイブセンターのような大学設

置のアーカイブにおいては、部分的に著作権法35条「学校その他の教育機関に
おける複製等」の適用可能性が論じられる余地もあろうが、同条の規定は、オンラ

イン授業を対象とする2項を含め、「授業の過程」におけるきわめて限られた範囲
であり、その授業終了後を含めた長期間の保存は学内に限定したものであったと

しても該当性を認め難い。さらに平成21年の著作権法改正では、著作権法47
条において「保守、修理等のための一時的複製（同条の4）」や「情報解析のため

の複製等（同条の7）」、「情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報

処理のための利用（同条の9）」等の新たな権利制限規定が設けられたところであ

るが、いずれの規定もアーカイブに要するような長期間の保存をその対象には含め

難い。

　諸外国の状況を見れば、大学図書館における書籍のデジタル化を対象としたも

のであるが、米国の複数の主要大学がグーグルブックス・プロジェクト等で電子化

された書籍を統合的に管理するハーティ・トラスト18（Hathi Trust、所蔵電子書

籍数約1,000万冊、うち400万冊程度が著作権保護期間満了）に著作権者団体が

提起した著作権侵害訴訟について、ハーティ・トラスト参加各大学図書館が行っ

た著作権保護期間中書籍のデジタル化・テキスト化・全文検索サービスの提供、

ならびに視覚・肢体障害者に対する全文提供を、2013年の一審判決（ニューヨー
ク南部地区連邦地方裁判所）19を受け、2014年6月には連邦第二巡回区控訴裁
判所がフェアユースの適用を認める判断を行っている20。

　さらにEUにおいても、例えばドイツ連邦著作権法52b条では「公共の図書館、
博物館及び記録保存所の閲覧用電子端末における著作物の再生」として、公表さ

17. この他、国立国会図書館（31条2項・3項）および公文書管理法に規定される公文書館（42条の3）にお
いては、通常の図書館・文化施設を超えた範囲での複製・保存、ならびに国会図書館については全国の公立
図書館等への絶版書籍の配信が認められている。
18. http://hathitrust.org/
19. 一審判決の詳細、ならびに並行して進められるグーグルを被告とした著作権侵害訴訟の経緯については、
松田政行・増田雅史「Google Books訴訟においてフェアユースを認めたニューヨーク南部地区連邦地裁の判
断について」NBL, No.1019, p.42-47, 2014.を参照。
20. 902 F.Supp .2d 445, 104 U.S.P.Q.2d 1659, Copyr.L.Rep. ¶ 30327.
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れた著作物を「各々の施設の構内に専用に設置された閲覧用電子端末において、

調査及び私的研究を目的として提供する」ことを認めている21。同条において認め

られる複製・閲覧対象範囲とそのEU法との適合性、特に情報社会著作権指令 22

との関係における許容範囲については、EU司法裁判所において、ドイツのダル
ムシュタット工科大学と学術出版社の間での訴訟に関わる先決裁定の審理が進め

られており、2014年6月には同裁判所法務官意見 23が公開されている。同意見

によれば、情報社会指令の規定は、加盟国の図書館等による蔵書のデジタル化、

ならびに利用者の求めに応じた専用端末からの提供を可能とすることを妨げるもの

ではないとされる24。集中権利管理団体への補償金制度等の論点と合わせ、我が

国においても多様な文化施設におけるデジタルアーカイブの拡大に対応した規定

を検討する余地は大きいものと考えられよう。

3-3：所属教職員や学生等の著作権・著作隣接権等

　本学では教職員・学生等が多くの創作活動を行うため、その関係する権利の取

り扱いが問題となる。教職員に関しては部分的に職務著作物（著作権法15条）と

して扱い得る余地があるが、多くの芸術作品はその対象となり得ない。さらに被雇

用者ではない学生や、本学教員の多くを占める非常勤講師等の権利の取り扱いに

ついても検討を行う必要が生じる。

　特に本学の演奏会映像アーカイブに関しては、関係者・出演者に対して著作物

21. 同条文の全体は、「公表された著作物で、直接的であるか又は間接的であるかを問わず経済的又は営利
の目的を追求せず公衆に利用可能な図書館、博物館又は記録保存所に所蔵されるものを、専ら各々の施設
の構内に専用に設置された閲覧用電子端末において、調査及び私的研究を目的として提供することは、契
約の定めに反しないものと認められるかぎり、許される。一つの著作物について、その設置された閲覧用電
子端末で同時に提供される部数は、原則として、その施設における所蔵数を越えてはならない。この提供行
為に対しては、相当なる報酬が支払われるものとする。この請求権は、集中管理団体によってのみ行使す
ることができる。」というものである。邦訳は公益社団法人著作権情報センター（http://www.cric.or.jp/db/
world/germany/germany_c1a.html）による。
22. Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in 
the information society.
23. Advocate General’s Opinion in Case C-117/13 Technische Universität Darmstadt v Eugen Ulmer 
KG. 同意見の邦語での解説として、「図書館におけるデジタル化についてのEU司法裁判所の法務官意見
が公開」国立国会図書館カレントアウェアネスポータル、2014年6月6日（http://current.ndl.go.jp/en/
node/26302）を参照。
24. Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE, No 78/14, Luxembourg, 5 June 2014.
（http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/cp140078en.pdf）
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Feature

の利用ならびに著作隣接権・肖像権等の取り扱いについて書面での個別許諾を受

け、また非常勤講師等については雇用契約時の包括許諾を受ける取組を進めてき

た他、2012年度からは本学音楽学部の構成員を対象とした「東京藝術大学音楽
学部における演奏活動に関わる著作隣接権等の取扱要項 25」を学内規則として制

定し、大学側が教職員・学生の出演映像等の一定範囲での利用許諾を得ている。

この点、特許・発明分野における知的財産帰属規則 26のように、要件を満たした

場合の著作権・著作隣接権等の「大学帰属」規則を定めることも考えられようが、

過度に大学帰属・利用の範囲を広げることは、大学内外の関係者の合意を得るこ

とがきわめて困難であると考えられる。このような問題は、我が国における芸術系

大学・研究教育機関等において同様の状況であると推測されるため、同分野の権

利帰属・大学利用規定についての、芸術系大学共通ガイドラインの検討が行われ

ることが望ましいものと考えられる。

3-4：権利者不明の孤児作品への対応

　本学は、前身の工部美術学校設立（1876年）ならびに東京音楽学校設立（1887

年）から100年以上の歴史を有しており、本学関係者の著作物だけでも権利者不
明の孤児作品（Orphan Works）はきわめて多数に上る。音楽分野に関しては、

JASRACへの申請により相当程度の権利者特定・許諾取得が可能であるものの、
美術分野に関しては、加盟率の高い集中権利管理団体が存在しないなどの背景

から、学内外を問わず孤児作品がきわめて多く存在する27。今後それらの著作物

の大規模アーカイブ化を行おうとした際、著作権法67条等に規定される裁定制度
の利用可能性は大きな論点になる。特に現行法においては、全ての利用作品につ

いて事前の補償金供託が必要になる他、公衆送信には5年程度の期間の区切り

25. 平成24年2月28日制定、平成25年10月24日改正、平成26年3月12日改正。（http://www.geidai.
ac.jp/kisoku_koukai/pdf/p20140312_424.pdf）
26. 例えば本学では、2007年に「東京藝術大学役職員等の発明等に係る知的財産権の取扱規則」（http://
www.geidai.ac.jp/kisoku_koukai/pdf/p20131024_344.pdf）を制定し、特定の条件を満たした場合の特許
権等知的財産権の大学帰属を定めている。
27. 本学音楽史資料室における事例として、戦前に本学関係者が外部からの依頼を受けて作曲した学校校歌
の復元演奏・アーカイブ公開に際しての著作権者探索の記録について、橋本久美子「日本近現代美術史・音
楽史研究における東京藝術大学アーカイブズの役割」2014年度日本アートドキュメンテーション学会年次大会
予稿集、2014年を参照。
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が存在するなど、恒久的な保存と公開を前提としたデジタルアーカイブでの利用に

は限界があると言わざるを得ない。

　この点EUにおいては、前述したヨーロピアナの拡大に伴う孤児作品問題の顕
在化・深刻化を背景として 28、2012年に「孤児作品の特定利用許諾指令 29」を

採択し、公的な文化施設（美術館・博物館・図書館・アーカイブズの他、教育機関

や公共放送局等が含まれる）による孤児著作物の利用についての大幅な利用緩和を

行っている。同指令では、公的な文化施設は、所定の著作権・孤児作品データベー

スの検索等の入念な調査（diligent search）を行っても権利者を見つけられない

（写真単独の著作物以外の）著作物については、その権利者探索の経緯等を公表

することにより、事前の供託金等の支払いを要さず、期間の定めなく、当該著作

物の複製とインターネット公開を行うことができるとされる。後に権利者が判明した

場合には、利用を停止し、過去の利用行為に関わる一定の利用料を支払う必要

があるが、一度孤児作品と認められ共通データベースに登録された作品について

は、権利者が判明するまでの間、EU域内の公的文化施設は同様の利用を行うこ
とができる。加盟国は2014年中の国内法化を義務づけられており、その実施後は、
ヨーロピアナ等を通じてアクセス可能な文化芸術デジタルアーカイブの数は、一層

増大することが予想される。

　集中権利管理団体等に登録されていない著作物の権利者探索は一般的に容易

ではなく、個人等を含む過度に広い主体に対して、孤児作品の利用要件を大幅

に緩和することは、数多くの権利者の正当な利益を害する恐れが強く、その対象

主体や要件は慎重に検討される必要がある。しかし現状における孤児作品の問題

は、孤児作品であるが故に所蔵施設等がその作品を公開することができず、それ

がゆえに権利者、特にその相続者が作品の存在自体に気付く機会自体が限られて

いることにも大きく起因すると考えられる。公的な文化施設のデジタルアーカイブに

28. 相当な努力を行っても権利者が発見できないことを多数の著作物について証明することは容易ではなく、
そのため文化施設所蔵作品の孤児作品の比率を大規模に調査することは困難な作業となるが、EU各国で行
われた各種調査によれば、大英図書館が所蔵する著作権保護期間中と推定される書籍のうち約40%が、英
国の美術館・博物館が保有する写真著作物のうち90%以上が、EU内の映画作品のうち20%以上が孤児作
品であると推計されている。他分野を含めたEUの状況の詳細については、Anna Vuopala, Assessment 
of the Orphan works issue and Costs for Rights Clearance, European Commission DG Information 
Society and Media Unit E4 Access to Information, 2010.を参照。
29. Directive 2012/28/EU on certain permitted uses of orphan works.
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Feature

よる孤児作品の公開は、その作品の社会一般に対する価値の増大と同時に、権

利者自身がその作品の存在に気付くことを可能にすることにより、孤児作品の数自

体を大幅に減少させることも期待できる。権利者の利益の増進、そして文化芸術

デジタルアーカイブの促進という双方の観点から、我が国においても、EUのよう
な孤児作品対策立法を検討する必要性は高いと言うことができるだろう。

3-5：教育・研究目的での著作物利用とアーカイブ

　本学では作品の創作と同時に、教育・研究の両面において多くの著作物を利用

しており、著作権法35条の「学校その他の教育機関における複製等」が許容す
る範囲内で著作物を利用する機会は少なくない。しかし同条の「授業の過程」の

範囲は必ずしも広範・明確ではなく、さらに今後授業アーカイブやオンライン講義

の公開を行おうとした際には、同条2項のオンライン講義に関わる規定、特に「当
該授業を同時に受ける者に対して」と限定する規定の存在が論点になる。本学に

おける教育活動は、創作者の育成という性質上、授業における多種多様な著作

物の利用は不可欠であり、また定年退官を迎える教員や外部講師による、創作・

演奏手法等の講義を記録した授業映像のアーカイブがきわめて重要な役割を果た

すため、そのような映像の保存や公衆送信をどこまで行い得るは大きな問題となる。

　このような講義映像のアーカイブやオンライン配信を円滑に行うためには、著作

権法35条等の適用範囲を慎重に拡張することが一つの方途であり、特に講義映
像等に限定した学内（施設内）での保存等については、権利者の正当な利益を害

する蓋然性も低く、我が国の創作技術の継承を途絶えさせることの無いよう、３－１

で詳述したような、学内・施設内保存等に限定した複製等の限定的な範囲での利

用緩和を検討するべきであると考えられる。

　一方で万人が視聴可能なオンライン講義等に関しては、権利制限という手法で

利活用の円滑化を図ろうとすることは、たとえ主体を教育機関に限定したとしても、

権利者の利益を必要以上に害する恐れは強いものと考えられる。この点について
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は、特に米国の教育分野の著作権集中権利管理団体である著作権クリアランスセ

ンター（Copyright Clearance Center30）が提供するような、オンライン教育利

用に対応した大規模な集中ライセンス等が利用可能となることが望ましい。この点

我が国においては、音楽分野についてはJASRACがオンライン利用向けの多様
なライセンス形態を提供している一方、例えば書籍等の学術リソースに関しては、

日本複製権センターや出版著作権管理センター、学術著作権センター等が一定規

模の集中管理を行っているものの、オンライン教育に関わる多様な著作物について

の著作権使用料が支払い可能な大規模な集中権利管理団体は存在しないのが現

状である。この他には、私的録音録画機器等に関して適用される補償金制度によ

る対応が考えられるが、現在急速に多様化するオンライン教育に関して補償金制

度を適用することは、補償金額や対象機器・行為等の過度の硬直化を招く恐れが

強いことから 31、可能な限り、市場的な集中権利管理の手法によって解決されるこ

とが望ましいと言えよう。

3-6：著作権保護期間

　我が国の著作権法においては、通常の著作物には原則として著作者の死後50
年間、無名又は変名の著作物には公表後50年間、団体名義の著作物には公表
後（創作後）50年間、映画の著作物には公表後70年間の保護がそれぞれ与えら
れている。さらにこの他、一部の外国著作物についてはサンフランシスコ講和条約

に基づく戦時加算が最長で11年間程度与えられており、文化芸術分野のデジタ
ルアーカイブ公開の際には特に注意を要する。本学を含む文化芸術デジタルアー

カイブにおいては、権利処理に関わる財政的・人的コストの両面から、著作権保

護期間中の著作物を大量にデジタル化・公開することは事実上きわめて困難であ

り、前述したEUのヨーロピアナをはじめとする諸外国のデジタルアーカイブにおい
ても、その所蔵・公開作品の多くは、著作権保護期間が満了した作品である。我

が国では現状において、広く文化芸術分野を包含する著作権者情報確認手段は

30. http://www.copyright.com
31. このような代替的補償制度の市場的・技術的環境による比較と検討につき、Robert P. Merges, 
Compulsory Licensing vs. the Three “Golden Oldies” - Property Rights, Contracts, and Markets, 
Policy Analysis, No.508, p.1-15, 2004.等を参照。  
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Feature

存在しておらず、著作権保護の確認の利便、そして著作権の確実な保護という観

点からも、戦時加算の対象となる外国著作物を含め、保護期間を容易に確認可

能なデータベースが利用可能となることが望ましい。国立国会図書館を含む各文

化施設や大学・研究機関、メディア・出版企業等がデジタルアーカイブの構築に

際して作成する信頼性の高い著作権情報データベースを統合し、特に生存する個

人の情報については個人情報保護関連法規やプライバシーに留意しつつ、共通

データベースを構築・公開することが一つの方途として考えられよう。

　さらに近年になり、特に現在締結に向けた交渉が進められる環太平洋戦略的経

済連携協定（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement、

TPP）の中で、協定加盟国の著作権保護期間を著作者の死後 70年以上に延長
するよう義務付けることが、主に米国側から強く主張されていることが報じられてい

る。現状における大多数の市民にとって、著作者の死後 50年を経た、多くの場
合は公表後100年以上の歳月を経た過去の著作物を利用する機会は少なく、著
作権保護期間を20年間延長することの是非が、広く社会の問題として論じられて
きたことは少ないと考えられる。しかし現在急速に重要性を増す文化芸術デジタル

アーカイブに対して、保護期間のこれ以上の延長は甚大な影響を与えうる。文化

芸術作品は、長い歳月を経てもその文化的・商業的価値を保ち続ける、あるいは

その価値を高め続けるものも少なくないが、事実として大多数の著作物は、著作

者の死後数十年の間にその価値を社会から忘れられていくと言わざるを得ないだろう。

　本学総合芸術アーカイブセンターを含め、文化施設がその限られたリソースを優

先的に割り当てデジタル化・公開の対象とするのは、主として、著作権保護期間

満了直後の著作物である。そのような公開の対象となり社会から「再発見」され、

過去の文化芸術作品が新たに価値を生み出していくための基盤を作ることは、文

化芸術デジタルアーカイブが果たすべき重要な役割である。保護期間の20年間
の延長は、いわば過去の文化芸術デジタルアーカイブの拡大作業を、事実上20
年間に渡り停滞させる効果をもたらしかねない。TPPによる著作権保護期間の延
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長に関しては、TPP交渉参加各国の図書館・アーカイブ関連団体や市民団体等
から、社会的・経済的観点からの国際的な反対声明なども出されおり32、その慎

重な検討と同時に、延長を受け入れざるを得ない場合においても、米国議会図書

館著作権局長らが提唱するような 33、政府機関等に登録などの一定要件を満たし

た著作物のみを延長の対象とするような、文化芸術への自由なアクセス・利用と、

商業活動の両立を図る制度的手法の導入を検討するべきである。

　一方で、本学を卒業した多くの芸術家達を育む文化芸術関連産業全体が、そ

の市場規模の継続的な縮小等を背景として、いわば存亡の危機に瀕しつつあるこ

とも事実である。著作権保護期間の20年間の延長は、著作者の死後70年以上
に渡りその商業的価値を保ち続ける類稀な著作物の権利継承者、そしてその権利

を管理する一部の企業等に対しては追加的な利益をもたらしうるかもしれない。し

かし文化・コンテンツ分野において米国への大幅な輸入超過が常態化している我

が国においては、外国著作物を含む保護期間のこれ以上の延長は、むしろ文化

関連産業全体の収支を悪化させる影響を有する。文化芸術の創造、そして社会

への伝達を支える産業の育成と保護は、デジタルアーカイブの促進、そして新た

な創作者と社会による知識の利用にとって余りに弊害の大きい著作権保護期間の

延長という手段ではなく、本来それは、公的な文化芸術政策によってこそ担われる

べきものである34。我が国の現状における文化関連予算の国家予算比率は、

2012年の段階で、フランスの1.06%、韓国の0.87%、ドイツの0.39%等と比
較しても、きわめて僅少な0.11%程度である35。近年の経済活動における「創造

性」や、外交関係における「ソフトパワー」の重要性の拡大を参照するまでもなく、

文化芸術の豊かさは、その国の経済成長、そして成熟した国際関係の礎に他なら

ない。国家・地方自治体の財政状況が逼迫する中、文化関連予算の拡大が困難

であることは論を俟たないが、公的な文化芸術活動・関連予算の充実による、デ

32. 「TPPによる著作権保護期間の延長に反対する国際共同声明の和訳公開と声明への参加の呼び掛け」
（http://thinktppip.jp/?p=383）を参照。邦訳は骨董通り法律事務所・中川隆太郎弁護士による。

33. 中川隆太郎「マリア・パランテはかく語りき―米国著作権局長による著作権法改正提言を全訳する」（http://
www.kottolaw.com/column/000527.html）を参照。
34. この点についての著作権法学者による指摘として、小島立「著作権の保護期間―文化政策の観点から―」
知的財産法政策学研究、Vol.33、p.259-281, 2011年、pp.270-278.を参照。
35. 文化庁「文化芸術関連データ集」（http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/seisaku/11_03/pdf/
kijyo_2.pdf）による。
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Feature

ジタルアーカイブを通じた若年層および海外への発信拡大、そしてそれを育む文

化芸術関連産業への公的支援のあり方を再考することは急務であると言えよう。

4：おわりに

　以上、簡略ではあるが、本学総合芸術アーカイブセンターにおける権利処理の

経験を中心として、我が国における文化芸術デジタルアーカイブ拡大のために検

討するべき論点とその解決の方途を、諸外国における同分野の制度改革状況を参

照しつつ論じてきた。本稿は、法律実務家ではない比較法研究者が、文化芸術

デジタルアーカイブの構築という研究活動の中で実践してきた権利処理実務から

の経験と検討の進捗状況を記したにすぎないが、それが今後の我が国の文化芸

術デジタルアーカイブの実践と国際的発信、ひいては情報社会における文化の発

展に、些かなりとも寄与しうることを願いたい。

注記：本稿は、2014年 7月時点で入手可能な情報に基づいている。本稿で参照している
URLは、全て2014年7月30日に最後のアクセスを行った。
謝辞：権利処理という業務の性質上、本稿で触れた実践の全ては、総合芸術アーカイブセン
ターにおいて実際に文化芸術デジタルアーカイブの構築に携わる方 と々の共同作業として行わ

れたものであり、特に北郷悟センター長、大角欣矢副センター長、山田香助教、嘉村哲郎芸

術情報研究員をはじめとする、同センターに関連する教職員の皆様、ならびに権利処理実務

に関して多くの助言を頂いた福井健策弁護士に感謝を申し上げる。なお、本稿の内容は筆者

個人に属するものであり、所属する組織の見解を示すものではない。付言する間でもなく、本

稿にあり得べき全ての誤りの責は、筆者のみに帰する。
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Report

1
シンポジウム
「地域創生と日本文化の発酵Ⅰ～タイムリミット2015」
文：長山 瑠美

概要

　2015年1月23日（金）東京藝術大学奏楽堂のホワイエにおいて、東京藝
術大学および野村総合研究所の共催により、シンポジウム「地域創生と日本
文化の発酵Ⅰ～タイムリミット2015」が開催された。出席を関係者に限定し
たにもかかわらず、来場者は65名を超え、地域創生に対する関心の高さが
うかがわれた。会場には、本学の特許技術によって制作したゴッホ《ひまわ
り》の高精細な複製画を展示し、この複製画の上に、絵の具で来場者に落
書きをしてもらうという、複製画だからこそ可能な企画が行われた。また、
会場の天井にはプロジェクターを用いて泡をイメージした映像が流され、シン
ポジウムの空間に花を添えた。

目的

　地方の時代と言われて久しい。しかしながら、東日本大震災を経て、日本
全体で経済と人心の活力を取り戻すためには今ほどその実現を待たれている
時はない。地域社会と文化に根差した多様な産業と文化を持つ各地域、そ
れはこれからの日本にとって貴重な資源と見なすことができる。また日本列
島の特徴的な地理や気候が生んだ文化や風俗また民俗の多岐にわたる広が
りは観光のみならずこれからの国際交流において貴重なハブを形成するに違
いない。今回のシンポジウムにおいては、中央集権的な文化のあり方ではな
く、多様性を尊重する集合的な日本文化の再生を提唱するべく、各地域で特
徴ある街づくりに挑戦している市長の方々をお招きして、来たるべき文化の
地域再生基盤とこれからの発信方法のあり方を探っていくことを目的とする。
（シンポジウム開催趣旨より）
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１．挨拶＆パフォーマンス

　開会に先立ち、本学音楽学部所属の学生らによる尺八のファンファーレが
鳴り響くなか、宮田亮平学長による揮毫パフォーマンスが行われ、和洋のち
んどんと踊りが会場を埋め尽くした。宮田学長は、今回選んだ「省」の文字
には地方を統治するという意味がある点に触れ、今回のシンポジウムにあた
り、地方創生という国家事業を本学で行う重要性について語った。

2．基調講演

　宮廻正明社会連携センター長による「文化資源の修景と創造」（伊東順二副
センター長・代読）では、ジャポニズムと日本料理の観点から「発酵」につい
て基調講演を行い、野村総合研究所の谷川史郎理事長による「地域経済と
文化」では、地域の現状と将来の展望について講演が行われた。
　まず、谷川理事長は、地場産業における生産性の向上をテーマに日本と
諸外国、さらには国内の企業間での積極的な海外進出の事例を挙げ、本シ
ンポジウムを通じて来場者に地場産業の海外進出を促進するための鍵として、
地方自治体の役割、コーディネーターやマーケティング会社の役割、それらを
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含めどのようなネットワークが形成できるかについて議論してもらいたいと
語った。マーケティング会社の重要性については、「スノーピーク」という会社
の事例を挙げた。この会社はアウトドアグッズを販売している。しかし、自社
で生産しているのはコンロのみであり、テントなどその他の商品についてはス
ノーピークへ企画を持ち寄ってくる中小企業が製作している。それらの商品に
「スノーピーク」のブランドをつけ、世界へ輸出しているのである。このよう
な中核になる企業が存在することが重要であり、さまざまな地場産業の中か
ら「日本酒」というカテゴリーを作り、そのカテゴリーに相乗りしていくことが
非常に重要であると語った。日本の地場産業において、全体をカテゴリー化
して販売していこうという動きはなかなか難しく、この点を解決していくこと
が重要なのではないかと語った。さらに、日本の地場産業の輸出のために、
美術館の運営母体やコレクターなど美術館関係者を通じ日本の地場産品を世
界へ輸出していくチャネルもあるのではないかとの提案を行った。面白いと思
えるプロジェクトについては、積極的にそのきっかけ作りをしていきたいと熱
弁した。
　次に、宮廻正明社会連携センター長は「地方創生事業―旨味にありつく日
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本文化と「さじ加減」―」と題した講演を行った。宮廻氏によれば、日本文
化の成立について、経済と人口の都市圏への集中が続く中で、政府は「地
方創生」をスローガンに掲げ、地方ごとの魅力ある町づくり、人づくり、仕
事づくりを推進している。地方の自主性を尊重しながら創造性や連携力を高
め活性化を実現するために、芸術や文化の担う役割は非常に大きいといえる。
　日本は大きな島国だが、昔から大陸をはじめとする国外からの文化を受け
入れ、それを日本風に作り変えて文化を育んできた。日本文化には、国外か
ら伝わった文化を模倣しながら、最終的にはオリジナルを超える特質がある。
宗教や学問、芸術など、ほとんどすべての文化は大陸を起源としながら、日
本国内で〈受容・変容・超越〉というプロセスを経て独自の発展を遂げてきた。
何かを受容し、それを超越するという構造は、本シンポジウムのタイトルに挙
げられている「発酵」という現象にも似ている。
　この「発酵」に関して江戸時代の鎖国に触れ、それまでの日本文化は中国
から伝播した文化やそれを模倣した受容の文化を基礎として、伝わってきた
ものをつくり変えることで形成されてきた文化であった。しかし、江戸時代に
鎖国によって人や物の出入りが規制されると、他所から入ってきては流れて
いく一過性のものであった文化や経済が、すべて内にこもっていくものに一
変する。その結果、国の中で「発酵」していくような、日本独自の文化が誕
生した。
　また、夢

む
窓
そう
疎
そ
石
せき
が足利直

ただ
義
よし
の問いに答えた法語集『夢

むちゅうもんどうしゅう
中問答集』にも挙げ

られる禅語の「放
ほう
下
げ
便
びん
是
ぜ
」について、あれこれ工夫しようとせず、さっぱりと

捨て去ってしまうことであり、心を無に放つと救われるということを意味して
いる。余計な手を加えず自然に任せる、在るものを活かす、ということにも
つながるかもしれない。
　日本料理における発酵は、一番大切なもの（鮮度）を手放す調理法である。
新鮮さを捨て、水や菌を加えて撹拌しながら熟成することによって、次元の
異なる新しい旨味を手に入れることができる。この「旨味」というものは食材
に何か味付けを加えて得られるものではなく、食材を保存・調理・乾燥・醗酵・
熟成させることによって自然に生まれるものである。和食は引き算の文化、
洋食は足し算の文化ではないかと考える。
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　日本文化の特徴は行ったり戻ったりできる可逆性、相反する二面性を有す
ることであり、日本料理ではその手順・やり方・さじ加減によって様々な旨味
を手に入れているのである。旨味を引き出すさじ加減は多くの経験と勘が必
要となる作業だが、そういうものが日本の地域には古くから根づき、今も生
き続けている。計量、レシピを重視するマニュアル文化から、それぞれのや
り方で出し入れする日本独自の「さじ加減」の文化へシフトすることで、私た
ちは新たな旨味にありつくことができるはずである。季節、食材、地域、環
境、風土などが異なれば、それによって生み出される旨味も多種多様である。
その多様性こそが、日本の旨味の文化の特徴であり強みである。また、旨
味はそれ自体が際立った味を持っているのではなく、他の食材の風味を拡張
させる役割をする。地域社会と文化に根差した多様な産業と文化を持つ各地
域、それらはこれからの日本にとって貴重な資源であり、言い換えれば旨味
を引き出す食材である。宮廻氏は講演の最後に、多様性を尊重する文化の
あり方を見つめ直し、日本らしい地方創生を実現することが、日本全体にも
新たな旨味をもたらすことになるのでないかと語った。

3．シンポジウム&プレゼンテーション「地域文化の発酵」

　パネリストとして米沢則寿氏、森雅志氏、牧野光朗氏、甲斐元也氏、石
垣正夫氏、コーディネーターとして隈研吾客員教授、伊東順二特任教授が出
席し、<地方創生>をテーマにパネリスト各氏がそれぞれの自治体における取
組みについてプレゼンテーションを行った。各氏ともに、先進的で特徴ある
街づくりを紹介し、来るべき文化の地域再生基盤とこれからの発信方法のあ
り方を探る会となった。
　まず、帯広市長・米沢則寿氏は、「とかち19市町村のイノベーションチャレ
ンジ～フードバレーとかち～」と題し、十勝19市町村によって「フードバレー
とかち」を形成する取り組みについて語った。フードバレーとかちとは、地方
から日本を変えていくとき、地域の力をさらに高め、自立したまちづくりを推
進する際に、産業振興や地域活動等「農業・食」を中心としたまちづくりを行
うための旗印となる成長戦略である。この農業中心の食産業を活性化させる
ため、十勝を「コストセクター」から「投資セクター」へと変容させ、新たな
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付加価値をつけていくことを目指している。その実現のため、帯広市では平
成23年度からフードバレーとかち推進協議会を結成し、この活動に賛同する
企業を30社以上集め、国際戦略総合特区や十勝バイオマス産業都市構想と
いった国の制度を活用した食産業の成長を促している。この十勝バイオマス
産業都市構想は、バイオガス、木質バイオマス、バイオエタノール、BDFそ
れぞれのプロジェクトのすべてを合わせた、十勝で使用するエネルギーを自給
していこうというエコシステム構築のための取り組みである。基本価値をもう
一度見直し、その基本価値に観光と健康の関連事業を組み合わせることを提
案している。さらに、これらの取り組みに加え、地方創生に向けて19市町村
による日本最大規模の消防広域化を予定している。
　さらに、米沢氏は、自治体間のコミュニケーションが生み出すイノベーショ
ンについて語り、「産業・仕事づくり」「エネルギー」「医療」「防災」の4つ
の要素で何が不足しているかが重要であり、これらが揃って初めて「健康」
「子育て」「福祉」「教育」が生まれてくることを強調した。これらを広域で行
う政策がフードバレーとかちなのである。帯広市では、これらの取り組みを通
して最終的に十勝の風景を皆が感動する風景にしていこうと取り組んでいる。
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　富山市長・森雅志氏は、「コンパクトシティ戦略による富山型都市経営の構
築～公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり～」と題し、多様な政策のな
かから交通機関とその周辺の取り組みにおけるプレゼンテーションを行った。
富山市のまちづくりの基本方針は、鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化
させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させる
ことにより公共交通を軸とした拠点中心型のコンパクトなまちづくりを実現さ
せることにある。実現するための3つの柱として、公共交通の活性化、公共
交通沿線地区への居住推進、中心市街地の活性化を掲げている。まず、公
共交通へ積極的な投資を行い、その沿線へ人々を緩やかに誘導する。このこ
とにより、居住地を集約化していくことにつながり、除雪など維持管理費用
コストの増加を抑制することができる。この取り組みが実現できれば、30年
後の市民への責任を果たせると考えているという。
　具体的な施作として、富山ライトレールの整備を行った。利用者の減少が
続いていたJR富山港線（鉄道）に公設民営の考え方を導入し、日本初の本
格的LRTシステムに蘇らせた取り組みである。その結果、利用者が2倍とな
り、現在も続いている。このことは、昼の時間帯に高齢者が動き出したとい



41

うことであり、健康事業を促進することに貢献しているということでもある。
線路の維持、修正は行政が積極的に行っている。これらの取り組みに合わせ、
街の中をトータルデザインし、楽しい、おいしい、おしゃれを推進している。
　次に、市内電車環状線事業としてセントラムの整備を行った。中心市街地
活性化と都市地区の回遊性の強化を目的に、市内電車を一部延伸し、日本
初の上下分離方式を導入した。森氏は、この方式を進めていくことは地方行
政が推進していく鍵と考えていると語った。さらに、魅力ある都市景観の構
築に向けた道路空間との一体的な整備を行っている。具体的には、城址と
LRTが融合・調和する美しい景観づくり、軌道・車歩道が一体的に見えるトラ
ンジットモールのようなデザイン、周辺再開発事業と連携した高質で都市的な
デザインを採用した。セントラムのラッピングに合わせ沿線店舗のラッピング、
街路景観を演出する花のハンギングバスケット、バナーフラッグ等の設置を行っ
た。これらの整備効果として、中心市街地を訪れる人の平均滞在時間、平
均消費金額が、車で訪れる人より電車で訪れる人のほうが滞在時間も長く消
費金額も多いという結果が出ている。その上、中心市街地にガラス美術館と
市立図書館等の複合施設を整備している。この施設は、繊細な陰影や透明
感をもたせた街に開かれたファサードや、富山県産の木材等、自然素材を用
いることでぬくもりを感じるスパイラルパサージュ、リボンを活用した展示空
間などを盛り込み、平成27年度に完成予定である。
　LRT整備への積極的な投資により街の利便性が上がり景観が良くなる。こ
のことにより、人が動き出し若者や高齢者も街に出てくる。その結果、当然、
民間の投資が活発になる。さらに、市民の中にcivic prideが芽生え、よい
街だという誇りや矜持が生まれてくる。それらを皆が共有するからこそ、子供
たちにもこの街に帰ってきてもらいたいと思えるようになる。森氏は、きちん
とした産業構造を維持し、そこで働く優秀な人たちを集め、皆がここで子育
てをしたい、ここで暮らしたい、老後も安心できるといったイメージを作りた
いと語った。
　飯田市長・牧野光朗氏は、「「ニッポンの日本」をデザインする文化経済自
立都市・飯田への挑戦」と題し、地域づくりの必要性に言及し、いかに自分
たちの地域を自分たちでつくっていくか、人材のサイクルを構築していくかが
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重要であると語った。持続可能な地域社会を作るのは「人」であり、長期的
な人材サイクルを構築する必要があると強調した。飯田市では、文化経済自
立都市として帰ってこられる「産業づくり」、帰ってきたいと考える「人づく
り」、住み続けたいと感じる「地域づくり」を目指すべき都市像としている。
　人材サイクルを構築するダイナミズムの視点として、公益財団法人南信州・
飯田産業センターにおけるものづくり拠点の取り組みがある。地域における
企業、自治体、金融機関、シンクタンク、域外との結びつきが強い大学機関
などとの連携を深めながら、航空宇宙クラスター、食農クラスター、環境ク
ラスター、健康・医療クラスターそれぞれの拠点整備を推進している。これら
の地域産業クラスターの形成を通して地域産業の活性化を図り、国内外への
マーケティング展開を視野に入れている。さらに、地域産業支援として地域
の人々と話し合いの場を持ち、地域における政策的金融機能の強化にも取り
組んでいる。
　次に、地域が直面する課題への対応として、多様な主体が協働する地域
づくりを挙げた。飯田市公民館の事例では、若い職員に自ら地域の人々と共
に考え活動する取り組みを進めている。さらに、地育力による心豊かな人づ
くりを挙げた。地育力とは、自分たちの地域でいかに誇りある人材を育てら
れるかということであり、また飯田の資源を活かし、飯田の価値と独自性に
自信と誇りを持つ人を育む力のことである。具体的には、地域の大学に止ま
らず、全国の首都圏地域の大学を含め、飯田市と関係を深めている大学や
研究者等で「学輪 IIDA」という飯田大学連携会議を設立した。この会議のコ
ンセプトは、21世紀型の新しいアカデミーの機能や場づくりである。シンポ
ジウム開催時における参画数は30大学約80名の研究者等に上っている。こ
の取り組みを通し、研究者が相互に知り合い親交を深めながらモデル的な研
究や取り組みを地域と連携し行っていく。牧野氏は、これらの参画機関間で
の様々な知見のやり取りが生まれる取り組みとして「学輪 IIDA」を推進してい
くと語った。
　佐渡市長・甲斐元也氏は、離島における地域創生について語り、何よりも
誇りを再生することが地方創生の原点であることを強調した。離島ゆえの大
きなハンディキャップとして、企業誘致や近隣との連携が難しい点を挙げた。
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そのため、自立し自己完結型の政策を行う必要性を訴えた。このような状況
下で市の政策においてどう離島ゆえの弊害を乗り越え、どう付加価値をつけ
ていくのかが本質的に重要になると述べた。つまり、佐渡市では第一次産業
の付加価値をどう高めていくのか、観光振興の2点が主要な取り組みになる。
まず、将来を見据えた際、これまでの農業の動きを参考にしていかなければ
ならないと考える。この動きを考えたとき、農業には高度経済成長期におけ
る人口の空洞化、それに伴う土地の空洞化、村の空洞化という3つの空白が
ある。このときもっとも危惧すべきことは誇りの空洞化である。地域創生の
原点は誇りの再生にあるためこの誇りをどう再生していくかについて、具体
的に取り組んでいかなければならない。その上で最も大事なものは人材であ
り、人材をどうつくっていくのかという視点である。さらに、佐渡市は離島で
あるがゆえに農業の文化が残っている。この点をどう誇りの再生につなげて
いくのかが喫緊の課題であると述べた。
　このような背景において、近年、 IターンやUターンする人々が増加してい
る点を利用し、教養と教育をどうつくるかという点から取り組みを進めている。
また、これらの人々の増加は定年退職者の技術をどう活かすかということへ
もつながってくる。さらに、佐渡の出身者ではない大学生がボランティアなど
あらゆる形で入ってきており、これからも外から学生を受け入れる取り組みを
進めていく予定である。これらに加えて、全国32大学との連携、キャリア教
育といった点からも政策を推進しており、企業の人材となる人を育て、地域
の活性化につながるような取り組み、佐渡を盛り上げようという動きを作り出
していく予定であるという。
　最後に、新見市長・石垣正夫氏は、情報化に力をいれ推進している点を強
調してプレゼンテーションした。全世帯に光ファイバーを設置し、平成26年に
は中学生全員に iPadをもたせ電子黒板で授業をしている。とりわけ力をいれ
ているのは、新見における中世の産業を再現する取り組みである。さらに、
新見市は道路、鉄道などの交通の便に恵まれており、企業誘致ができるな
ど土地の利便性を活かした取り組みを今後推進していく予定であるという。
　多様な形で地域文化を紹介し、日本のアイデンティティを持ちながら世界に
コンテンツを発信していくことが、今回のシンポジウムのテーマである「発酵」
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には込められている。さらに、ビジネスと文化の相乗効果が大きな基盤を構
築することができるのではないかといった意見が挙がった。

4．交流会

　約36名の参加があった。大島今日シェフによる日本古来の野菜や発酵を
テーマとしたパスタやマカロンなど数々の料理が振る舞われた。基調講演、
シンポジウムを通じてさまざまな地方創生の形に触れた来場者にとって、交流
会は活発な議論や意見交換の場となった。最後に、参加者に今回のシンポジ
ウムをテーマに作られたTシャツがお土産として配られた。

成果

　本シンポジウムは、各省庁からの来場者やクリエイターなど様々な職業、
世界で活躍される方々にとって異業種間での交流の場として機能し、次の取
り組みや新たな連携につながる充実した内容となった。活発な情報交換も行
われ、次に向けた新たな化学反応のきっかけやネットワークの形成においても
有意義なシンポジウムとなったといえるだろう。
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プログラム

Ⅰ . 挨拶
《竹のふぁんふぁーれ》尺八　6名
宮田 亮平（東京藝術大学長）

Ⅱ . 音楽
松下 功（東京藝術大学副学長）
《チンドン》
Clarinet, Saxophone, Trumpet, 
篠笛、太鼓、チンドン、三味線　7名＋日本舞踊　4名

Ⅲ . 基調講演
「文化資源の修景と創造」宮廻 正明（東京藝術大学大学院教授・日本画家）
「地域経済と文化」谷川 史郎（野村総合研究所理事長）

Ⅳ . シンポジウム＆プレゼンテーション「地域文化の発酵」
パネリスト 石垣 正夫（新見市長）
 甲斐 元也（佐渡市長）
 牧野 光朗（飯田市長）
 森　 雅志（富山市長）
 米沢 則寿（帯広市長）

コーディネーター 伊東 順二（東京藝術大学特任教授）
 隈　 研吾（東京大学教授・東京藝術大学客員教授・建築家）

Ⅴ . 交流会（赤レンガ1号館）
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2
世界の子供たちに贈る「アジアの楽器図鑑」
―小泉文夫記念資料室による教育用Webコンテンツの製作と公開
文：植村 幸生1、尾高 暁子2、松村 智郁子3、久保 仁志4

はじめに

　小泉文夫記念資料室 5（以下、当室）は、故小泉本学前教授 6（1927-83）
が収集した諸民族の音楽資料を管理運営する。音楽学部では唯一の対外公
開施設で、1985年の開設以来、諸資料を学内外の利用に供してきた。録音
録画資料や写真、書籍、雑誌など、所蔵資料は多岐にわたるが、とりわけ
利用者の関心を集めるのは、700点を超す楽器である。このため、閲覧者
への対応にはじまり、所蔵楽器目録の刊行とWeb公開 7、企画楽器展 8、関
連情報の対外提供まで、楽器関連の活動は当室の業務でも大きな比重を占
める。とはいえ、大学内の機関 9として諸々の制約を伴う環境では、資料の
活用に限界が見える点は否定できない。
　こうした状況を打開し、研究成果を社会に還元する目的をもって手掛けた
のが、児童向け教育用Webコンテンツ「アジアの楽器図鑑」10の製作と公開

1. 東京藝術大学音楽学部教授、小泉文夫記念資料室長　fumioma@ms.geidai.ac.jp
2. 小泉文夫記念資料室学術研究員、 fumioma@ms.geidai.ac.jp
3. 小泉文夫記念資料室学術研究員、 fumioma@ms.geidai.ac.jp
4. 東京藝術大学総合藝術アーカイブセンター研究教育助手、 fumioma@ms.geidai.ac.jp
5. 2011年度より東京藝術大学総合藝術アーカイブセンター、映像音響研究領域所属。
6. 日本における民族音楽学の泰斗。十数カ国を解するたぐい稀な語学力を武器に、世界30数カ国以
上で長期短期のフィールドワークを敢行し、人間にとっての音楽の意味を探求した。その成果をラジオ
やテレビ番組、一般向けの書籍、レコード、演奏会の企画ほか、各種メディアを通じて一般社会に還
元した功績が高い評価を得た。自身が企画出演した長寿番組、NHK-FM「世界の民族音楽」によって、
諸民族音楽の洗礼を受けた音楽愛好家は数多い。多岐にわたる啓蒙活動は、日本における洋楽の価
値の相対化を促したとも言える。
7.『東京藝術大学音楽学部小泉文夫記念資料室所蔵楽器目録』（1987）刊行、Web版公開は2000年。
8.東京藝術大学創立百周年記念楽器展 (1987)、奏楽堂特別展「アジアの楽器：東京芸術大学小泉文
夫記念資料室所蔵インドとその周辺の音具」(1989)、柘植元一教授企画楽器展「ひびき・かたち・そざ
い―東西の改良楽器をめぐって」(2004)ほか。
9.大学内に開設された博物館や資料館の資料運営については、西野嘉章『大学博物館』（東京大学出
版会、1996）はじめ近年の研究展開がある。
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であった。当室にとっては、所蔵情報の提供＝アーカイブの通常業務の枠を
こえて、特定の理念や目的に特化したプロダクトを製作発信するという、かな
り挑戦的な作業ともいえる。幸いこの構想の実現に有利な条件が当室には具
わっていた。それはサイト製作の土台となる所蔵楽器であり、当室に蓄えら
れた民族音楽学や楽器学の研究成果であり、当室をとりまく研究者や演奏者
のネットワーク、ひいては東京藝術大学に集う専門家の知識や技能である。
　好条件を最大限に重ね合わせ、有意義なコンテンツを開発する。この単純
な希望を叶えるには時間を要したが、当初の3地域４民族から、今ではアジ
ア13地域15民族、250種類以上の多様な楽器を網羅するサイトに成長した。
ひとえに多くの方々のご協力の賜物である。なお構想以来サイトの公開を先
行してきたため、事業全体を俯瞰する、公的な報告の場を本稿で初めて得ら
れたことは、企画者一同にとって大きな喜びである。以下に「アジアの楽器
図鑑」の製作経緯をふり返り、併せてサイトの概要と今後の展望を記す。

1. 製作の経緯

1-1 旧版の開発（2003-2004年）

　「アジアの楽器図鑑」の発端は、2003年度の事業「異文化理解を促進す
る民族音楽マルチメディア・データベースの開発と活用について 11」にある。
それまでに、「所蔵音響資料データベース 12」をWeb公開した当室は、同デー
タベースを加工し、小学校の教育現場で活用を促す可能性を探っていた。当
時、すでに異文化理解や郷土（日本）文化の学習が定着し、音楽指導要領で
も、日本や諸外国の楽器と音楽の学習が必修となったためである。そこで、
全国の小中学校の教員約600名を対象に、これらの授業の実態や実践経験

10. http://koizumi2.ms.geidai.ac.jp/asia/jp/index.htmlで公開中
11. 平成15年度松下視聴覚教育研究財団研究開発助成事業、研究代表：柘植元一前室長。詳細は『平
成15年度松下視聴覚教材助成成果報告集』pp.62-72参照　
12. 科学研究費基盤研究 (B)(2)「民族音楽アーカイヴズにおけるマルチメディア・データベースに関する
研究：音響を主体とするメディア統合をめざして」（研究番号：09490011、柘植元一研究代表）の成果。
平成13年度　科学研究費補助金（研究成果公開促進費　課題番号138114）と、平成13年度　財団
法人ローランド芸術文化振興財団研究助成金を得て公開。
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と、授業に利用したいWeb情報に関するアンケートを実施した。結果として、
多彩な授業実践の報告が寄せられたが、多くの教員が、「低年齢の児童自身
がアクセスでき、同時に高学年の調べ物学習の補助となる無償の教材」を望
むことが判明した。またデータベースの利用については、「低中学年児童は、
目的をもって情報を検索したり、情報を組み合わせて結果を導きだす能力を、
十分発揮する段階にはない」、という指摘も受けた 13。これらの調査結果を
受けて当室は、当初の方針を変更し、楽器を題材とする、児童向け自主学
習教材の製作を決めた。楽器は音具であると同時に、諸民族の生活環境と
密着し、歴史や神話とも関連が深い。さらに造形面でも魅力に溢れ、児童
の興味をそそると考えたためである。こうして、サイト「アジアの音をしって
るかい？」の試作が始まった。2004年に、中国、タイ、インドの楽器を掲載
する試案を暫定的に公開したものの、その後は試行錯誤が続いた。

1-2 現行版への移行と公開（2006-2009年）

　2006年度から2008年度には、科学研究費基盤研究（Ｂ）「芸術系大学に
おける楽器資料の教育資源化」14を実施した。この研究の目的は、芸術系大
学の所蔵楽器資料を、学内外の教育資源として見直し活用するために、理念
と方法の構築を行うことである 15。学内むけには、1）大学付設楽器アーカイ
ブでの楽器収集・公開概況、付帯情報の電子化、楽器実物と電子情報の学
内講義における活用状況を概観し、共通の問題点を洗い直した。対象校は
東京藝術大学、武蔵野音楽大学、国立音楽大学である。2）植村研究代表
が担当する楽器学講義において、授業モデルを提示した。ここでは「楽器学」

13. 同様の見解は、次の先行研究でも既に見られた。Kalfai,E., & Bates, M. J. ‘Internet web-
searching instruction in the elementary classroom: Building a foundation for information 
literacy’ School Library Media Quarterly, 28 (Winter), 1997, pp103-111 
14. 研究番号：18320028、当室長植村幸生を研究代表とする。  
15. 研究博物館における所蔵資料を館外の教育活動に提供する試みについては、国立民族学博物館の
プロジェクト（その成果の一つは、森茂岳雄『国立民族学博物館を活用した異文化理解教育のプログラ
ム開発』国立民族学博物館調査報告56、2005年）がある。所蔵品を単なる展示対象から、手に取
れる異文化理解の媒体として捉える視点が本研究の参考になり得た。しかしアーカイブが、楽器資料
を対外発信し、学外の教育媒体として活用する点については、先行研究が見いだせない。
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講義で従来あまり重視されなかった非欧米楽器も教授する必要性を示し、特
徴的な音響効果をもつ、アジアの楽器数点について、音響実験を試みた。いっ
ぽう大学外の側面では、児童向け楽器サイトの構想を練り直し、本格的に製
作を進めた。
　この間に、サイト名を「アジアの楽器図鑑」と改め、ページデザインをプロ
のデザイナーに委嘱して、全体の印象構成ともに一新した。さらに、ロシア
やクルグズスタンを追加したことで対象地域は広がり、楽器数も増した。イン
ドの音楽家の撮影、チュラロンコン大学（タイ）での収録に加えて、イスタンブ
ル歴史トルコ音楽演奏団からは、軍楽の記録動画が提供されるなど、既往の
地域各篇も充実の度を増した。半面、日本篇の内容の偏りが目立ち始めた
ため、英語篇での公開を前提として、日本篇の充実を期すこととした。こう
して収録対象は増え続け、完成版の一斉公開は遠のく、というジレンマに陥っ
たが、製作終了分を逐次公開する原則をたて、2009年春、待望の対外公
開にこぎつけた。

1-3 その後の進展―日本の音楽に手厚いサイトへ（2009-2011年）

　公開後は、次の2点に重点を置いた。1）日本篇の充実：2009年の時点で、
収録楽器は平家琵琶、箏、胡弓、地歌三味線、尺八の5種にとどまった。
そこで、本土の代表的なジャンルを網羅する目的で、新たに雅楽、能楽、
三曲合奏、義太夫節、長唄、邦楽囃子を加えた。また、楽器が大活躍する
場でありながら、言及の機会が少ない上方落語も追加した。さらに、本土の
みに偏らず、優れた地方の伝統にも目を向けるために、沖縄の古典音楽と
琉球舞踊を加えた。上記を追加する際に重視したのが、楽器が演奏される場
や、そこでの本来的な用いられ方である。2009年以前までは、楽器1件ご
とにページを作ってきたので、ほかの楽器との合奏が常態であっても、その
状況をページには反映しにくかった。また演劇や舞踊、語り物など伝統芸能
での上演を収録するには大きな障碍が伴い、当室の企画としては手に余る現
実があった。とは言え、限られた範囲内だとしても、本来的な演奏形態に迫
る意義は大きい。そこで能楽と長唄、邦楽囃子について、本学邦学科教員
の快諾を得て、同科の企画協力のもとに収録が実現した。また長唄と邦楽囃
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子による更に大規模な合奏の紹介には、藝大邦楽定期公演の動画を利用す
ることができた。これらの演奏記録は、本学総合藝術アーカイブセンターが
管理し、将来的な公開が見込まれるものの、まだ準備段階にある。このため、
著作隣接権の処理を含めて、当室が学内に先駆けてWeb配信できるのかが、
当初の段階では不明であった。しかし最終的には同センターの理解と協力が
得られ、改めて全演奏者のべ70名以上の承諾をとり、公開が可能となった。
藝大定演のWeb公開としては、本学初の試みである。上記のとおり、新た
に加えた主要ジャンルについては、合奏や用語説明を含めた総説と合奏動画
をまじえて、総合的なページの製作を進めた。
　2）アジア地域の主要ジャンルや楽器の補足：インドネシアのガムラン（ジャワ
島、バリ島）、ミャンマー 16、中国ウイグル族、モンゴルの諸楽器や合奏を追
加収録した。これにより、既公開の各地域篇に不足していた情報が、概ね補
われた。なお以上1）2）の収録と製作には、2009（平成21）年度科学研究
費研究成果公開促進費と、2010（平成22）年度学長裁量経費学内公募プロ
グラム「アジアの楽器を知ろう」の助成を受けた。

16. 東京藝術大学演奏藝術センター、松下功教授のご協力を得て、下記公演で招聘された楽団のリハー
サルを収録。「神秘の国に誘われ～ミャンマーの伝統と現代の音楽～」（「アジア・躍動する音たち'09」
東京藝術大学演奏藝術センター主催。2009年11月1日実施。
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2. 「アジアの楽器図鑑」の構成

　当サイトのフローは以下のとおりである。トップページ（図1）の「音」をマ
ウスオーバー⇒カードゲーム（図2、ゲームはスキップ可能）⇒エリアマップ（図
3）上のカードをマウスオーバーして、地域／民族名を表示させ（図4）、いず
れかを選択してクリック。⇒地域篇トップ（図5）の楽器篇リストから目指す楽
器を選ぶ。または、知識篇リストから興味のある項目を選択しクリック。知識
編には各地域や民族の一般情報のほか、音楽ジャンルの概説や用語解説も
含まれる。参考までに、日本の能楽の概説ページを示す（図6）。
　各楽器のページでは、どの楽器にも共通する基本項目リストと、詳細項目
リストが常にページ右側に表示され、利用者は必要な項目にいつでも移行で
きる（図7）。
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3. 「アジアの楽器図鑑」の特徴

3-1  小学生の興味とリテラシーの水準にあわせたコンテンツ

　当サイトは、小学生の自主学習をサポートする教材であるが、実際には、
かなり高度な内容も含む。それだけに、「本丸」に入る以前に興味をそがな
いよう、使い勝手の良さと、親しみを感じられる導入を心がけた。
　その一つが、当サイト用に撮り下ろした動画 17と画像を多用し、視覚的な
理解を促すことである。演奏や奏法の紹介、演奏準備などの項目では、とり

図 1　トップページ 図 2　カードゲーム

図 3　エリアマップ 図 4　地域名／民族名の表示



53

Report

図 7　楽器ページトップ 図 8　ふり仮名を付した画面

図 5　地域篇トップ
図 6　知識編の一例「能楽」概説ページ

17. 全演奏者に、当サイトの公開のみを前提とすて収録したもの。また演奏者の権利保護の観点から、
第三者にダウンロードされないストリーミング配信で公開する。
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わけ効果が高い。一方、楽器の歴史や楽器名の由来ほか抽象的な項目では、
文字解説の分量を増やした。高学年児童の調べ学習でも利用できるよう配慮
した結果である。
　その他の工夫として、1）サイト中のすべての漢字に、ふり仮名の着脱機能
を付けたこと（図8）。2）楽器名や固有名詞の発音を、ネイティブが発音した
音声ファイルで再生できること。これによって、原語本来の発音を知らせ、
日本語で翻音したカナ表記の不足を補う。３）ガイド役のキャラクターによるＱ
＆Ａ形式や、呼びかけの形をとるフロー。4）サイト冒頭に楽器カードゲームを
付したこと、などがある。

3-2 多面的な楽器紹介

　一般的な楽器サイトは、演奏を聞かせる／見せることだけに偏りがちであ
る。これを反面教師として、当サイトは、演奏だけでは知りえない多様な情
報を盛り込んだ（奏法、音階、準備、部位、装飾、素材、楽譜、伝説、演奏
者のインタビュー、製作ほか）。例えば「準備」は、調弦や付け爪の装着など
一般的な項目から、奏者が演奏補助具を作る工程にまで光をあてる。また「製
作」では、特に邦楽器の緻密な職人技に迫る。厖大な時間と職人の心血が
注がれる様を知れば、児童にとって大きな発見となろう18。

3-3 アジアに特化した楽器コレクション

　当サイトは、日本、韓国、中国漢民族、モンゴル、インドネシア、タイ、ミャ
ンマー、インド、ロシア、中国ウイグル族、ウズベキスタン（カラカラパクを含む）、
トルクメニスタン、クルグズスタン、トルコの民族楽器をとりあげる、これほ
ど多彩なアジアの楽器を紹介するサイトは、国内外でも前例がなく、既存の
資料が乏しい中央アジアの情報は、特に貴重である。
　アジアに焦点をあわせた背景は複数ある。西洋楽器については、記述内

18. 当サイトが掲載する邦楽器製作情報は、以下の研究成果の一部である。科学研究費補助金基盤研
究（B）「大学と地域の連携による江戸伝統音楽・芸能の継承支援：新たなインリーチを求めて」（研究
番号24320036、平成24～26、植村幸生当室長を研究代表とする）
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容にそれなりの厚みと信憑性をそなえた既存のWebコンテンツがあること。
そして何よりも、故小泉教授の研究姿勢の影響は大きい。教授は日本音楽研
究を出発点に、アジアの音楽への造詣を深め、音楽を介したアジア人の交流
に積極的に携わったためである。当室も、このサイトが児童にとってアジアに
目を向けるきっかけとなるよう、期待をこめて製作にあたってきた。

3-4 異文化に関する一般情報の併載

　各地域篇は、楽器紹介欄（例「インドネシアの楽器」）と、楽器以外の情報欄
（例「しってるかな？インドネシアのこと」）の2部にわかれる。楽器以外の情報
欄は、音楽ジャンルや概念の説明と、一般情報を含む。一般情報には、各
国語の挨拶、言語、国旗、お金、人口、地勢、宗教、小学生の勉強、遊び、
祭り、服装 19などが含まれる。うち、「挨拶の言葉」は各言語ごとに固有の
文字で記され、またネイティブの発音も聞ける。「小学生の勉強」欄の製作は、
当該地域を専門とする研究者に協力を仰いだ。教科書や科目の内訳、学校
での課外活動など、その土地ならではの意外な情報も少なくない。これらの
一般情報は、すでに旧版から掲載してきた。2003年の教員アンケート（1-1 旧

版の開発参照）で、「あったら役立つWebサイトとは？」と質問したところ、「外
国の暮らし（遊び、学び、宗教、食べ物、衣裳など）や言語、芸術の特徴など、
諸情報を一覧できるもの」や「外国の子供に関する情報：学校、教科書、家
庭など」の要望が目立ったためである。なお、当サイトが掲載する各国語の
固有名詞表記は、すべて、地域研究の専門家に監修を依頼し、決定したも
のである。

3-5 日本語と英語両言語で世界に発信

　当サイトは最終的に、日本語と英語両版の公開を予定する。それが、1-3

にも記した、日本の音楽に手厚いサイトを目指す所以である。日本の音楽や

19. 各国語の挨拶、言語、国旗、お金、人口は全地域で掲載するが、他の項目は地域によって掲載
しない場合がある。
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楽器の英語情報は、Wikipediaを始めとして、近年、かなり大量に発信され
るようになった。しかし内容は玉石混交で、まして児童向けのサイトは、管見
の限り皆無である。「アジアの楽器図鑑」と命名し、アジア人同士の交流を促
す意図があるならば、本来、アジアの諸言語で各地域に働きかけるべきとこ
ろだが、便宜上、最大公約数のツールとして、英語を選択した。当室には、
海外の博物館等から、アジア諸地域の楽器に関する照会が入る。こうした同
業者も含めて、英語版が幅広い層から、興味と必要に応じて利用される可能
性は高いだろう。

4. 今後の展望

　着想から10年、「アジアの楽器図鑑」は、想像以上の規模と内容を含むコ
ンテンツに成長した。目下の最大の課題は、全篇を一日も早く完成させ、日
本語・英語版を公開することである。
　現状では、新たな情報を盛り込む余裕はないとしても、将来的に追加・改
善すべき点は、少なからず残されている。その一つが音響学上の特徴である。
1-2のとおり、2006～2008年度には、特異な音響特徴を持つ楽器を選んで
実験を行い 20、結果を当サイトに反映させる予定であった。しかし、数式と音
響学の言語で示された解析結果を、児童が理解できる平易な表現や、著作
権の絡まない画像や動画で表現する方策がみつからず、残念ながら掲載を断
念した。これらの諸特徴は、音響学にとっては証明済みの現象とはいえ、児
童は新鮮な驚きや疑問を覚えるに違いない。その「なぜ？」に答えることも、
おそらく当サイトの役目であろう。
　また、1-2の「楽器学」受講生からは、当サイトに望まれる改良点として、
以下が挙がった。1）資料室所蔵品自体に触れる経験との関係の明確化、2）
多様な検索条件の付加（楽器の素材、奏法、用途などからの検索）、3）子供
にアピールするための視覚的・聴覚的効果への配慮（音声、動画、アニメーショ

20. 国立音楽大学、森太郎教授の協力を得て、中国の大鑼、小鑼のピッチ変動、ならびに曲笛の笛
膜効果について、周波数解析を実施した。大鑼は打奏後にピッチが下がり、小鑼は上がる。曲笛の
笛膜効果とはミルリトン効果をさす。いずれも、演奏時の倍音特徴に起因する現象である。
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ンなど）、4）楽器自体の説明だけでなく、それを手がかりとした応用的な情報
（手作り楽器、演奏例の音源紹介など）へのリンク、5）特定の楽器についての
情報と、それが属する地域関連の情報とのバランス、6）体験的でインタラク
ティブな操作の充実、7）漢字に対するルビ表記の改善。一部には学内利用
者の視点も含まれるとはいえ、いずれも検討を要する指摘である。
　日英両版の公開完了まで、あと一息となった。初期段階から企画の遂行を
支えた当室元教育助手の佐竹悦子氏をはじめ、これまでご支援を賜った学内
外の各位に、改めて心より御礼を申し上げ、本報告を閉じる。
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3
復興庁事業
「よみがえる！大船渡」実施報告
事業担当者：伊東 順二（社会連携センター・副センター長）
文：桑原 寿行

概要

　2013年11月に開始した「風景と心の修景および創景事業－文化資源とし
てのふるさと再生と創造」事業は災害による物理的損失により喪失した「ふる
さと」を過去の資料収集、現状の記録によって構築する「風景」データベー
スをもとに、最新のテクノロジーをもって共時空間体験的に再生することを目
的とするものである。13年度調査においては、当該全地域の中から、中間
地域であり、歴史的文化性、産業規模等を考慮した上で岩手県大船渡を選
定し、調査拠点を創設した。また3月28日に「よみがえる！大船渡」と題す
る中間報告イベントを開催し、調査経過の開示をするとともに事業の趣旨の
理解徹底に努めた。

目的

　本事業の目的は、東日本大震災のようなグラウンド・ゼロ級の災害におい
て、最も深刻で長期に持続する精神的被災を軽減する方法論を策定し実施す
るシステムを試行するものである。
　過去の同様な災害である関東大震災、阪神淡路大震災においても物理的
な復興や、産業復興は迅速に展開され、被災経験は進化した形で継承され
てきた。その一方で、目に見えぬ被害である心理的被災に関しては、被災
者の自助的努力に任されて、その公的救済は端緒にすらつけてない、という
ことが現実であるといえる。しかし、実際には家族の尊い命や財産の喪失、
コミュニティの崩壊による疎外感、文化、教育を育んできた風景、風土の喪
失による自殺者の増加や精神的障害は大規模災害の最も大きな悲劇的要素
を構成し、災害発生直後より次第に拡大し、その後減少しつつも長期間にわ
たって持続するということは各地で行われている慰霊祭の存続を見れば理解
できるだろう。特に、今回の震災においては、かつてないスケールで景観の
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破壊、喪失が発生し、街並みの消失も含めて、人々の心理的被災は類を見
ないスケールで発生したことは想像に難くない。精神的な「ふるさと」再生
の実感は復興に欠くべからざるものである、と言わざるを得ない。
　本事業では大規模災害における精神的被害の減災方法の具現化の現実的
確立を意図し、東北の真の復興に貢献し、またその東北からの発信によって
地球温暖化の時代に各地で起こりうる同様な災害に貢献することで、本復興
経験を価値あるものとしたい。
　昨年度の実験事業として3月28日に大船渡リアスホールにて以下のように
「よみがえる！大船渡」を開催した。

「よみがえる！大船渡～みんなでつくる未来の風景～」実施報告

　東日本大震災はかけがえのない人命、家屋、財産を奪っただけでなく、
地域住民がよすがとしてきた「故郷の風景」をも根こそぎにした。震災から
三年たった今、単に物質的な援助や復興だけでなく、「心の復興」を考える
時期にきている。東京藝術大学社会連携センターを中心とした「風景と心の
修景、創景コンソーシアム」では、これまで培ってきた専門知識・技術・創造
力を動員し、各家庭に残された断片的な映像記録を収集、新しい映像表現
作品として再生、創造することによって、ふるさとの美しい思い出をみずみず
しく保っていこうという「風景と心の修景および創景事業」を2013年11月よ
り進めてきた。イベント「よみがえる！大船渡～みんなでつくる未来の風景～」
は、その成果の発表の場として企画されたものである。
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1．建築を語る朝ごはん

　世界的な建築家・隈研吾氏、日本画家・宮廻正明氏を招き、大船渡の風
景をどう取り戻していくかをテーマに語らう朝食会を開催。被災者を含む7人
の地域住民が参加し、意見の交換が行われた。「自分たちの思いが行政側に
くみ取られていない」との被災者の訴えに、隈は、フランスでの街づくりの
際に行われる「マルシェ・ディフィニシオン」という手法を紹介。行政と住民
が協働して街づくりについて語り合うことの重要性を示唆した。

建築を語る朝ごはん風景

2．モーニングコンサート

　東京藝術大学大学院生・上水樽力氏はじめ三人の学生が、収集されたか
つての大船渡の記録映像にインスピレーションを受けて作曲した「よみがえる
大船渡」を生演奏した。

3． はじめに「風景とこころの修景および創景事業～文化資源としてのふるさと再生と創造」

　本イベントの企画者である東京藝術大学特任教授・伊東順二が、ふるさと
の風景を修復し、新たな風景を蘇らせる本事業のねらいについて基調講演を
行った。また、そうした「修景」と「創景」の活動が、被災地の「心の復興」
や「文化基盤の整備」にもつながっていく展望についても語った。
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開会の様子

4．パネルディスカッション「ふるさとの修景と創景」

　引き続き伊東をコーディネーターにパネリストに東海新報社編集局長・佐々
木克孝氏、東北大学名誉教授・有賀祥隆氏、日本画家・東京藝術大学教授
の宮廻正明氏を招いて、「失われた大船渡の風景をどう修復し、新しくどう蘇
らせるか」について討議した。また本イベントの司会を行ったFMねまらいん・
パーソナリティの田村華恵氏も被災者の立場から発言を行ってもらった。宮廻
氏は「この機を全く新しい発想で街づくりをするチャンスと前向きにとらえ、
未来志向の構想を」と提言。有賀氏は、仏教絵画の専門家の立場から「オリ
ジナルの素晴らしさを生かした復興を」と提言。被災者を間近で見つめ続け
てきた佐々木氏からは、「未だ仮設住宅に暮らす高齢者達が我が家で仲間と
一緒にお茶を飲めるような、本当の意味でほっとできる瞬間が訪れることが
真の復興である」と訴えた。田村氏は「今、被災地に求められているのは《笑
い》や《笑顔》。それが明日を生きる活力になる」と自らの体験を通して発
言した。
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パネルディスカッション
「ふるさとの修景と創景」

5．絵画ワークショップ「未来の大船渡を描こう」

　日本画家・宮廻正明氏と地元の画家・佐々木忠和氏による絵画ワークショッ
プをアトリエで開催。地元の親子連れを中心に計30組が参加した。大船渡
の風景写真をプリントしたキャンバスに、パステルやクレヨンで自由に彩色す
るというもので、大船渡の風景写真が自由な発想で色彩鮮やかなアート作品
に生まれ変わった。出来上がった計30作品の講評が宮廻氏によって行われ、
「上手に描こうという型に自分をはめないことで、作品は生き生きとしたもの
になる」とのアドバイスに参加者たちは目を輝かせていた。

絵画ワークショップ 下地になった昔の風景写真
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6．「懐かしの大船渡を語ろう」

　震災で故郷の風景を失った人たちのために「NPO法人20世紀アーカイブ
仙台」が行っている、古い記録映像を見ながら懐かしい思い出や記憶を語り
合う活動を、会場で再現してもらった。地元のお祭りや結婚式、運動会など
の映像が場内に流されると、参加者からそれらにまつわるエピソードが次々に
披露され、かつての大船渡のみずみずしい記憶が蘇る語らいの場となった。

会場風景

7．東北 地元ムービーコンテスト in  大船渡

　本コンソーシアムが行った映像記録収集活動に応募していただいた地域住
民の中から、とりわけ優れた記録性をもつ映像の提供者、四人を表彰。「よ
みがえる大船渡賞」を授与した。受賞者は以下の通り。
大船渡の生活の映像を提供した平山眞一氏（選者：三好大輔）、お祭りの映像
を提供した佐藤尚武氏（選者：宮廻正明）、運動会の映像を提供した細川幹雄
氏（選者：岡田直子）、五年祭の映像を提供した及川透子氏（選者：伊東順二）
　会場には今では再生が難しくなった8ミリ、16ミリ、VHS、BETAマックス
などの再生装置を準備し、地域の個人記録の再生機械を提供し、同時に許
諾を得て収集活動を行った。また、貴重な資料の喪失を防ぐために個人記録
映像資料のデータ変換サービスも提供した。
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表彰式 映像資料データ変換サービス

8．上映＆コンサート《よみがえる大船渡》

　東京藝術大学デザイン科非常勤講師で映像作家の三好大輔氏と、東京藝
術大学大学院生・上水樽力氏ほか三人による、映像と音楽のライブコラボレー
ション。今回収集された映像素材を元に三好氏が創作した映像作品に合わせ
て、上水樽氏がその映像にインスピレーションを受けて作曲した曲「よみがえ
る大船渡」を、学生たちが三重奏による生演奏。映像記録を新たな形でクリ
エーションする可能性を提示した。

コンサートの様子
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事業結果

　昨年度事業の目標である現状記録と基礎データ収集は当初の目標を上回
る成果を上げることができた。接触した各団体、被災者の方々の「ふるさと」
再生とその感覚の欠如に対する喪失感の大きさを強く感じ、心理的被害を増
大しているのは物理的損失ではあるが、物理的回復だけでは再生できない感
覚と感性の領域にまで被害が及んでいるという事実が浮き彫りとなった。例
えば、昔を語って思い出を語り合うという実験事業で強く感じられたのは、
認知症傾向のある高齢者にとっていわゆるふるさとロスが大きな心理的障害
になって過去の忘却の遠因になっているということである。それ故、例え話
の中であってもふるさとが感覚的に再生できればロス症候群が減少する可能
性があり、さらに言えば、環境の変化にも適応できるかもしれない、という
可能性である。そのような現況を見て、心の復興を果たすこの事業が復興そ
のものに貢献することは大きいはずである。
　そのためにはやはり共時空間的体験を醸成するシステムデザインと最先端
テクノロジーと個人の記憶という、かけ離れていると思われる対極のものの合
成を果たすイマジネーションとクリエーションの能力が必要不可欠のものであ
ると思われ、今後もさらに実現に向けた事業を継続してゆく。

課題

　今回、本事業とイベントと通して、計約60本の映像記録が収集された。
今後はこれらの映像記録をどのような形でアーカイヴ化し、共時空間的方法
で一般に公開していくかが課題となる。今年度は高精細映像での記録とダ
メージを受けた個人記録の復元方法の実践を果たしてきたが、今後は創景の
ためのコンテンツ創作事業をさらに進めることを計画している。来年度は
AR、MR体験も視野に入れた新しいコンテンツ製作も目指したいと思うととも
にそのコンテンツライトとシステムを開発することが新世代の技術産業を啓発
することにつながるに違いない。そのための技術的実現方法を来年度は具体
的に進めたい。それとともに、もう一つの課題は事業の継続性の基盤構築を
果たす必要がある。被災地域それぞれの地元で事業を長期的・継続的に請け
負ってくれる活動主体の発掘や人材育成が急務だ。また、ふるさと再生の必
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要性とその可能性に対するさらなる理解も広げていく必要があるだろう。
　今後の展開としては、同様の課題を抱える地域に対して、今回の事業をモ
デルに、地球規模的に説得力のあるグラウンド・ゼロ心理的減災の一つの方
法論の実現に向けて、更に活動を広げていく可能性も模索したい。候補地と
しては、福島第一原発事故の被災地である南相馬市や浪江町など（ただし風
景が失われたわけではなく立ち入りができないだけなので「修景」や「創景」と

いうコンセプトとの慎重なすりあわせが必要）や、東北に比して被害規模が小さ
いが故に報道される機会が著しく少ない千葉県旭市など。「心の復興」という
観点から、象徴的な意味でも、上記被災地に活動を広げていきたいと考えて
いる。

イベント内容

日時：2014年3月28日（金）8:30～17:30　　参加者人数：のべ200人
場所：大船渡リアスホール内　マルチスペース・アトリエ・展示ギャラリー・和室
司会進行　田村華恵（ＦＭねまらいん）
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COI-T研究成果発表「別品の祈り　法隆寺金堂壁画」展
Report

4 文・小野 瑠美

「別品の祈り　法隆寺金堂壁画」展
日時：2014年4月26日（土）～6月22日（日）
場所：東京藝術大学大学美術館・陳列館1階および2階
主催：COI-T「感動」を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション実行委員会（東京藝術大学、
JVCケンウッド、情報通信研究機構、NHKエンジニアリングシステム、NHKエンタープライズ、NHKプ
ロモーション）
後援：法隆寺

　2014年4月26日から6月22日にかけて、
東京藝術大学は、COI-T「『感動』を創造する
芸術と科学技術による共感覚イノベーション」
における社会実装の第一段階として本学大学
美術館陳列館にて「別品の祈り　法隆寺金堂
壁画」の展覧会を開催した。本展示は文部科
学省及び科学技術振興機構「革新的イノベー
ション創出プログラム（COI STREAM, COI-T）」
の研究課題の一環として行われた。
　法隆寺と東京藝術大学（旧：東京美術学校）
の関係は古く、フェノロサや岡倉天心による明
治期の調査や金堂壁画再現模写事業をはじめ
として、本学では法隆寺所蔵の文化財の保護
と継承に努めてきた。この度の展示では、こ
れまでの画家の手による「模写」という形での
文化財保護の歴史を振り返り、さらに未来に
むけて新たな文化財保護の形を提示する目的
をもつ。複製した法隆寺の金堂壁画は、仏教
絵画の最高傑作として宗教的、芸術的価値が
非常に高く、世界でも大変貴重な文化財であ
る。しかし、1949年1月26日の火災により、
壁画のうち外陣大壁4面および小壁8面の計
12 面が被害を蒙り、現在は同じく焼損した建
築材とともに収蔵庫に別置保存されてる。こう
した法隆寺金堂壁画をはじめとする文化財は、

その形態から博物館などでの保存や公開が難
しく、その解決策のひとつとして模写やレプリ
カなどの製作が考えられるが、従来行われて
きたような手作業での製作方法で数多くの壁
画を模写するには、大変な時間と労力が必要
となる。また近年の写真や印刷技術の向上に
より精密な複製が可能となったが、凹凸のあ
る壁画や岩絵具などの質感表現、原本本来の
もつ信仰や芸術性を正確に伝えることができ
なかった。
　本展覧会では、焼損前に撮影されたガラス
乾板やコロタイプ印刷、画家による模写などの
資料をもとに最先端のデジタル技術によって画
像を統合し、さらに、本学がもつ文化財複製
特許技術※と芸術家の審美眼と造形感覚を用
いて、原寸大の法隆寺金堂壁画の再現を試み
た。法隆寺金堂壁画の再現では、これまでに
製作されてきた模写やレプリカとは異なり、迅
速にオリジナル作品の質感、芸術性を再現す
ることが可能となり、貴重な文化財を現地保
存したまま、同じ素材と質感の文化財を広く一
般へ公開し、教育普及活動や文化外交への積
極的な活用が期待できると考えている。さら
に、最先端のスーパーハイビジョン（8K）プロ
ジェクターを用いて、法隆寺金堂壁画をテーマ
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融合したときに新しい価値を生み出すことにな
る。これこそが一番の大きなテーマだと考えて
おり、『別品の祈り』の展示を経て、まだ未開
な浮世絵やバーミャンの石像など、今後も様々
な文化財の復元に寄与してほしい。今後、
COI-TからCOIへの昇格を目指してほしい」と
いう挨拶があった。
　展覧会を通じて多くの来場者から寄せられ
た言葉は「感動した」という声であった。共感
覚イノベーションをテーマとしたCOI-T事業に
おいて、この感動こそ、今後の活動に最も重
要なキーワードであり、感覚を刺激することこ
そ新しいイノベーションの創造に繋がるというこ
とを確信できる展示となった。

※本事業における複製画の製作は、以下の
本学の特許技術を用いたものである。
特許第4559524号
「質感を表現した素材の製造方法及び絵画
の製作方法、質感を表現した素材及び絵画、
建築用材料」

とした超高精細映像表現作品を展示した。そ
の結果、金堂に描かれていた絵図を反転させ
重ねてみると、類似する部分が多いことが判
明した。こうした最先端の技術を活かすことに
より、東京美術学校の時代から連綿と受け継
がれてきた日本の伝統文化に、現代そして未
来を織り込んだ新たな映像表現の可能性を提
示することができた。本展示はこれまでにない
様々な最先端の技術を活かし、陳列館として
も異例の盛況となり、来館者はのべ40,268

人に上った。

　最終日前日には、2階の展示会場にて食を
テーマにした「香食」というワークショップを
行った。共感覚イノベーションにおける展覧会
「別品の祈り」は、“五感”をテーマとしており、
壁画の展示は、視覚、触れる文化財という触
覚、演奏は聴覚、微かな香水とお香は嗅覚、
開催されたワークショップが味覚で、五つの
テーマを網羅している。「香食」は、大野玄妙
法隆寺管長からいただいた「太子の願った仏
国土再現。仏様は物を食さず、香りを食す」
という言葉をもとに、宮廻正明教授が発酵食
材を用いたワークショップの開催を発案したも
のである。参加した宮田亮平学長からは「何
度も足を運ぶ度に新しい発見がある素敵な展
示だった」という開催の挨拶があった。さらに
聴覚として、松下功副学長が万葉集の一節か
らイメージして作曲したという楽曲が演奏され
た。学外からの来客者も多岐に渡り、小宮山
宏・三菱総合研究所理事長兼COIガバニング
委員会委員長をはじめ、谷川史郎野村総合研
究所理事長、ファッションデザイナーのコシノ
ジュンコ氏といった多彩な方々にご来客いただ
いた。COI事業におけるビジョナリーリーダー
（ビジョン2）の横田昭氏からは「芸術と科学が
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ページ左：展示会ポスター、ページ右：展示風景
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イタリア・フィレンツェワークショップ

Report

5
日本の文化財保存修復ワークショップ inフィレンツェ
日時：2014年5月14日（水）
場所：イタリア・フィレンツェ　Accademia di belle arti di Firenze
事業担当者：宮廻 正明（東京藝術大学大学院教授・社会連携センター長）

概要
　平成26年5月14日、イタリアの高い芸術水
準を牽引しフィレンツェでの芸術教育と文化の
継承を担ってきた教育機関であるAccademia 

di belle arti di Firenzeの創立100周年を記念
し、同機関において日本の文化財保存修復に
関する講義及びワークショップを開催した。
　本講義では、日本の芸術文化活動の歴史
と、世界美術に対する日本絵画の特質、独自
性について、また、イタリアにおける高い文化
芸術水準との関連性、さらには、東洋と西洋
における文化財の保存修復理念の違いと類似
性について触れおよそ300名が聴講した。

日本画の伝統的な材料
　ワークショップでは、日本画の伝統的な材料
である和紙や岩絵具、染料や胡粉の使い方か
ら、掛軸や屏風に仕立てる際に使用する装こ
う道具の説明とともに、日本画の伝統技法を
紹介する実演及び実技デモンストレーションを
行った。

日本画の伝統的な技法
　ここでは日本画の伝統的な箔の技法である
箔押し、砂子などを画像と実物を用いて解説
をし、特に日本独特の技法である「截金」に
ついては道具から実演を含めて解説した。中
でも近年の研究調査で解ってきた截金技法の

原流とも考えられる作例が南イタリアで多数出
土している件も踏まえ、日本との今後の文化
交流についても言及した。

日本画を描く
　本学の特許技術による最先端の文化財複製
制作を紹介するとともに、教員、学生参加型
の日本画表現実習を行った。日本画の伝統的
な材料である岩絵具、膠、筆の基本的な扱い
方を指導し、素材の持つ特徴や道具の扱いの
難しさなどを体験してもらった。

まとめ
　今回のワークショップではAccademia di 

belle arti di Firenzeの学生をはじめ教員、美
術関係者までもが参加する催しとなり、初めて
日本画の素材や技法に触れることのできる大
きな機会となったようである。また、実演する
ことで、受講者たちは言葉では表現できない
日本画の本質のようなものも垣間見ることがで
きたのではないだろうか。
　何より、本事業において日本における伝統
的かつ先進的な文化財保存修復技術を積極的
に発信するとともに、将来に向けて、世界の
文化財の在り方を考える大変有意義な機会と
なったと考える。
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1. 講堂風景　2. ワークショップ風景（中央：宮廻教授）　3.4. ワークショップ風景　5.日本画実習参加者と
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平成26年度　東京藝術大学アートイノベーションセンター主催
坂東玉三郎客員教授特別講義

Report

6
坂東玉三郎客員教授特別講義
「藝術を語る」
日時：5月27日（火）14:40-16:10
　　 5月28日（水）18:00-19:30
場所：音楽学部5-109（大講義室）
主催：東京藝術大学アートイノベーションセンター

「美の二極性」
日時：6月26日（木）18:00-19:30
場所：美術学部中央棟第１講義室
主催：東京藝術大学アートイノベーション・センター

　5月27日・28日、坂東玉三郎客員教授の
特別講義「藝術を語る」が本学の音楽学部大
講義室にて開講された。講義は宮廻正明社会
連携センター長との対談や学生からの質問に
坂東客員教授が応じる形式で行われ、両日と
もに大勢の本学学生が受講した。
　坂東客員教授は、芸術家としての真摯で謙
虚な気持ちや、強い想念をかたちにするため
の精神・肉体両面の鍛錬を日頃から行い、最
善を尽くして舞台に立つということ、作品に向
き合うことの大切さを語った。
　6月26日には第3回特別講義が本学の美術
学部中央棟第1講義室にて「美の二極性」を
テーマとして開講された。坂東客員教授は演
技の中で色気・洗練さの2つを同時に表現する
には、強い情や想い、強い魂が必要であり、
しかしそれらの情念を見せずに正確で端正な動
きを同時進行で見せてゆくという二極性につい
て語った。また、踊りや演技のように一瞬で
過ぎ去る美をなぜ生み出すのかという学生の
問いに対しても、自分のためもしくは他人の
ためにだけではなく、やむにやまれぬ何かの

想いだけではないか、それが結果として誰か
のためになっているかもしれない、と熱く語った。
　さらに、坂東客員教授が選んだ、ご自身が
遊女の役を踊る映像《荻江　稲舟》（振付：藤
間勘十郎）を紹介しながら作品や役の解説を
し、女形の役を演じる時には感情移入はせず
に想像のみであり、細かいこだわり、ディテー
ルの積み上げであることを強調した。
　質疑応答形式の講義や宮廻センター長との
対談を交えた大規模な坂東客員教授の全学生
に向けての特別講義はこの3回をもって終了
し、4回目からは各専攻に向けて坂東客員教
授が講義する。平成27年度の第4回特別講
義は音楽学部声楽専攻で講義をすることが決
定している。その講義では演技について「どう
想像して表現するか」を坂東客員教授が学生
に教示する予定である。それに引き続き美術
学部先端芸術表現科や音楽学部音楽環境創造
科、音楽学部邦楽科で講義する予定である。



75

Report



76

文・大久保 遼
藝大アーツイン丸の内2014

Report

7
藝大アーツイン丸の内2014
日時：2014年10月21日（火）～10月26日（日）
場所：丸ビル1Fマルキューブ・カフェease、3F回廊、7F丸ビルホール
総合プロデューサー：伊東 順二（社会連携センター・副センター長）
主催：東京藝術大学社会連携センター、三菱地所株式会社
協賛：武田薬品工業株式会社
協力： 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター、三協立山株式会社、スタインウェイ・ジャパン株式

会社、三菱電機株式会社

　平成26年10月21日（火）から10月26日
（日）にかけて、東京・丸の内ビルディングにお
いて、「藝大アーツイン丸の内2014」が東京
藝術大学と三菱地所株式会社の主催で開催さ
れた。8回目を迎えた本イベントは2014年よ
り内容を一新。「見えないものを見に行こう。」
をテーマに、従来の三菱地所賞受賞作品展や
受賞記念リサイタルに加え、新たな企画が多
数盛り込まれ、6日間を通じて展示やコンサー
トなどが開催される賑やかなイベントとなった。
　開催期間中は丸ビル1Fカフェeaseが
「GEIDAIカフェ」に変身。2014年のテーマカ
ラーである鮮やかなピンクでカフェ全体がラッ
ピングされ、テーブルやコースター、メニュー
も藝大デザインに統一された。またレストラン
やくけっちゃーの大島今日シェフの協力により、
「日本古来の在来野菜と能登のへしこのバー
ニャカウダソース」「発酵マカロンとホットジン
ジャー」などのGEIDAIオリジナルメニューが
提供され、好評を博した。期間中は店内で藝
大アートプラザの作品展示、映像研究科制作
のアニメーションの放映のほか、大阪大学・石
黒浩研究室の協力によりテラス席にアンドロイ
ドが出現。来場者とコミュニュケーションを行
うなど、斬新な企画が展開された。

　丸ビル1Fマルキューブでは、ピアノ科によ
るアフタヌーンコンサートのプログラムが連日多
くの観客を集め、24日（金）の夜は渡邊健二
理事による丸の内ワーカーの公開練習と演奏
のプログラム「金曜日のピアニスト」が最後を
飾った。ピアノ演奏のみならず、2014年から
の新企画として、松下功副学長の監修による
「GEIDAIカフェライブ　和の音」を開催。邦
楽科の学生・教員による演奏と日本舞踊が披
露された。また10月21日には「平田オリザ
の時間」、22日には「宮廻正明の時間」、24

日には「植田克己の時間」、25日には「八谷
和彦の時間」、そして26日には「松下功の時
間」が開催され、各教員のプロデュースにより
オリジナル・モブ企画が開催された。さらに22

日夜には平田オリザ特任教授の企画のもと、
アンドロイドがジャズの生演奏に合わせて歌う
「アンドロイドシンガー」が開催され、アンドロ
イドの歌うFly Me to the Moonがマルキューブ
に響き渡った。
　2014年からの大きな変更点として、伊東順
二特任教授のプロデュースのもと、三菱地所
賞受賞作品展の場所を丸ビル1Fマルキューブ
に移し、ピアノコンサートや邦楽合奏と同じフ
ロアで音楽と美術が共存するような空間を創り



77

Report

出した点が挙げられる。この変更により、マ
ルキューブではコンサートに集まる観客、展示
を見る来場者がともに空間を回遊し、つねに
人通りの絶えない賑やかな空間が生まれてい
た。また、これまで受賞作品展が行われてい
た3F回廊には、宮廻正明教授、伊東順二特
任教授によって藝祭でスカウトされた現役藝大
生によるアンデパンダン・アート展が開催され、
隈研吾客員教授がデザインした空間で展示が
行われた。
　また丸ビル7F丸ビルホールでは、25日26

日の二日間に渡り恒例の「三菱地所賞受賞記
念リサイタル」が行われた。2014年度は5人
の受賞者によるピアノ、ヴァイオリン、声楽、
トランペットの4公演が行われ、卓越した演奏
が披露された。
　2014年から装いを新たに再出発した藝大
アーツイン丸の内。人気お笑いタレント日本エ
レキテル連合が登場したオープニングから最後
の三菱地所賞受賞記念リサイタルまで、6日間
の開催期間中は賑わいが絶えることなく、ま
た民放各社、新聞にも大きく取り上げられた。
来場者数はのべ48,561人に上り、大盛況の
うちに幕を閉じた。
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シンポジウム「芸術と科学－心はどこにあるのか－」
日時：平成26年11月22日（土）、23日（日）　場所：東京藝術大学 音楽学部 第 6ホール
事業担当者：平田 オリザ（COI研究推進機構特任教授）
主催：東京藝術大学社会連携センター、アートイノベーションセンター

　平成26年11月22日（土）、23日（日）の2

日間に渡り、音楽学部4号館第6ホールにて、
東京藝術大学社会連携センター及びアートイノ
ベーションセンターの主催によりシンポジウム
「芸術と科学―心はどこにあるのか―」が開催
された。シンポジウムでは平田オリザ特任教授
の作・演出によるアンドロイド演劇『さようなら』
（青年団+大阪大学ロボット演劇プロジェクト）を
上演し、また公演のあとには多彩なゲストによ
る講演会、および対談・鼎談が行われた。
　アンドロイド演劇『さようなら』は、死を前に
した少女と、その少女に詩を読み続けるアンド
ロイドを軸としたシンプルな構造を持つ舞台
で、2人の対話を通して人間とアンドロイド、
生と死、生物と無生物の境界、心の所在など
が問いなおされる。出演したジェミノイドFは
大阪大学& ATR石黒浩特別研究所が開発した
人間にそっくりなアンドロイド。舞台芸術のなか
に科学技術の産物であるアンドロイドが参入し、
またアンドロイドの開発に芸術が介入することで、
どのような新しい芸術＝科学が生まれるのか――
きわめて現代的かつ刺激的な問いを喚起する『さ
ようなら』の公演を受けて、連日各界の第一人
者が登壇し、作・演出を担当した平田教授と「芸
術と科学」をめぐる対話を繰り広げた。
　22日には、ジェミノイドFの開発に携わった
ロボット学者・大阪大学特別教授の石黒浩氏に
よる講演「ロボット研究における芸術と技術」

が開催され、熱のこもったトークが会場を沸か
せた。講演のあとには、ともに協力してアンド
ロイド演劇のプロジェクトを進めてきた石黒氏
と平田氏による対談「心はどこにあるのか？」
が行われ、アンドロイド演劇の展開や、今後
の芸術と科学の対話と新しい創造の可能性に
ついてディスカッションが展開された。
　23日の第1部では美術解剖学が専門で、
本学美術学部准教授の布施英利氏と平田氏に
よる対談「人はどこまでモノか？」が行われ、
人間とロボット、生と死の境界について対話が
行われた。また第2部では『そして父になる』
でカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した映画
監督・是枝裕和氏、『さようなら』の映画化を
手がける映画監督・深田晃司氏、そして平田
氏による鼎談「ロボットと映像表現」が開催さ
れ、映像表現の対象としてのロボット／アンド
ロイドや、映画と演劇、映像とパフォーマンス
の境界をめぐるディスカッションが行われた。
　各回ともに一般客からの申込みと問合せが
殺到し、キャンセル待ちの当日券を出したほど
であった。本学学生からの申込みも多く、会
場は3回の公演全て満席となり、連日大盛況
のうちに幕を閉じた。社会連携センター、アー
トイノベーションセンターが取り組む「芸術と科
学の融合」のこれからの展開を感じさせるシン
ポジウムとなったといえよう。
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プログラムA：11月22日（土）
17:00　『さようなら』上演
17:40　石黒浩講演会
　　　　「ロボット研究における芸術と技術」
19:00　対談：石黒浩×平田オリザ
　　　　 心はどこにあるのか？」東京藝術大学 音楽学部 第6ホール

プログラムB：11月23日（日）第一部
14:00　『さようなら』上演
14:40　対談：布施英利×平田オリザ
　　　　「人はどこまでモノか？」

プログラムC：11月23日（日）第二部
17:00　『さようなら』上演
17:40　 鼎談：是枝裕和×深田晃司×平田オリザ
　　　　「ロボットと映像表現」

来場者数
11月22日（土）
全体193名（藝大生22名、一般171名）
11月23日（日）
第1部　全体186名（藝大生21名、一般164名）
第2部　全体185名（藝大生7名、一般179名）

イベント内容
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藝大21 藝大アーツ・スペシャル2014
障がいとアーツ

Report

9
主催：東京藝術大学
協賛：花王株式会社、株式会社青山メインランド、株式会社スタートトゥデイ、株式会社ストライダース、
トヨタ自動車（順不同）
後援：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、公益財団法人日本ダウン症協会、厚生労働省、株式
会社J-WAVE、台東区、台東区教育委員会、駐日韓国大使館、韓国文化院、駐日ベトナム社会主義共
和国大使館
協力：Arts Council Korea、座・スーパーマーケット、社会福祉法人愛成会 アトリエPangaea（ぱんげあ）、
筑波大学附属大塚特別支援学校、筑波大学附属視覚特別支援学校音楽科、東京都視覚障害者生活支
援センター
企画・運営：東京藝術大学演奏藝術センター、社会連携センター

文・平 諭一郎

　東京藝術大学が主催する藝大21 藝大アー
ツ・スペシャル2014「障がいとアーツ」は、障
がいを超えて人々が楽しみを共有する場を提示
し、芸術表現の新たな可能性を探求する取組
である。「共に生きる」をテーマとして掲げ、
４回目を迎えた今年度は、子供から大人まで
参加し、アイロンビーズを用いて家をつくるワー
クショップや、視覚障がい者によるミニ・コン
サートなど様々な試みがなされた。社会連携
センターは「障がいとアーツ」のうち、シンポ
ジウム「障がいを超えて共に生きる」の企画・
運営と、「コンサート ～聞こえる色、見える音
～」のプログラムのひとつ「聞こえる色 ～音を
色に変えて～」における映像表現に協力した。

シンポジウム「障がいを超えて共に生きる」
日時：2014年12月6日 14:00-16:00

場所：東京藝術大学奏楽堂
パネリスト：
エム ナマエ（視覚障がいの画家）
チョン・バン・クィ（身体障がいのグラフィックデザ
イナー）
本郷 寛（彫刻家／東京藝術大学美術学部芸術
学科美術教育専攻教授）

司会：
宮廻 正明（日本画家／東京藝術大学学長特命・
社会連携センター長）

　はじめに、障がいを超えて活躍する画家の
エムナマエ氏、グラフィックデザイナーのチョン・
バン・クィ氏、そして、障がい者の芸術活動を
支援する本郷寛教授が、自身の活動について
語った。
　まず、本郷寛教授より、「東京都における発
達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」
における東京藝術大学美術学部の取り組みに
ついての報告がなされ、芸術分野の人材と障
がい者との交流を主体としたこれまでの経緯と
実績が述べられた。次に、全盲の画家エムナ
マエ氏が自己紹介を行い、失明後に夫人のア
ドバイスによって画業を続けていくことを決断し
たエピソードや、ニューヨークでの個展によっ
て自身の絵が世界で認められたことなどを
語った。さらに、両手首両足首がないという
障がいをもったグラフィックデザイナーのチョン・
バン・クィ氏が、スライドで画像を投影しながら、
デザインを手がけたロゴマークやパンフレット、
パッケージ、ポスター等を紹介した。各パネリ
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スト紹介の後は「障がいを超えて共に生きる」
をテーマとしたディスカッションが行われ、司
会を務めた宮廻正明教授は、絵を描く、もの
を創るときに障がい者に学ぶ姿勢の重要性に
ついて考えを述べた。また、パネリストからは
実体験による多くの示唆に富んだメッセージが
来場者へと届けられた。白熱したディスカッショ
ンの最後には、チョン・バン・クィ氏による描画
パフォーマンスが行われ、その繊細な筆使い
に来場者から喝采が送られた。障がい者の芸

術表現と芸術が担う役割についてひとりひとり
が考えさせられる意義深いシンポジウムとなった。
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コンサート ～聞こえる色、見える音～
日時：2014年12月7日 15:00-17:00

場所：東京藝術大学奏楽堂
プログラム：聞こえる色 ～音を色に変えて～
ラヴェル：《マ・メール・ロワ》より〈パゴダの
女王レドロネット〉〈美女と野獣の対話〉〈妖精
の園〉
指揮：湯浅 卓雄（東京藝術大学演奏藝術セン
ター教授）
管弦楽：藝大フィルハーモニア

　オーケストラによるコンサート「聞こえる色 

～音を色に変えて～」のうち、ラヴェル：《マ・
メール・ロワ》より〈パゴダの女王レドロネット〉
〈美女と野獣の対話〉〈妖精の園〉の三曲につ
いて、曲のイメージを色とりどりの映像で表現
し、音が聞こえなくとも、その曲の雰囲気や
演奏の様子が伝わる試みを行った。三曲それ
ぞれの歴史的背景やイメージから映像を事前
に制作し、本番当日は、演奏の音量に応じて
映像の明るさやエフェクトを変化させ、リアル
タイムで演奏と映像が同期することを実現させ
た。来場者と奏者が一体となり、様々な感覚
が同時に刺激されることで新たな感動が心に
刻まれるコンサートとなった。
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東京藝術大学 社会連携センター長　宮廻 正明
「障がい者に学ぶ」逆転の発想
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　東京藝術大学では、芸術教育機関として伝
統の上に高度な技術力を備えた美術・音楽・
映像の人材を育成してきました。今後さらなる
表現力の向上を図るには、何をすべきかにつ
いて考える時がきています。
　技術力は、訓練や競争そして伝統力によっ
て磨き上げられてきましたが、表現する心の世
界は既存の教科書やカリキュラムよって教育す
ることは不可能です。そこで唯一、師の背中
を見ることによって多くの事を学んできました。
しかしながら最近では師も大分疲れてきました。
　そこで、身近にもっと優れた手本があること
に気がつきました。
　それが障がい者アーツです。
　障がい者アーツというと常に指導者の立場
で、どう教えれば良いのかという上から目線
で対応してきました。でも真に携わると教わる
ことが多く、学ぶべきは我々ではないかと考え
るようになりました。障がい者のもつ力強い表
現力や鋭敏な感受性は宝の山だと思います。
一般生活では劣っているところもあるかもしれ
ませんが、その何十倍も何百倍も優れている
ところがあります。
　入り込んで行くと沢山の魅力に満ち溢れてい
ます。この人たちと同じ目線で感じ合い尊敬し
合えるようになると、自分自身がとても楽しい
世界に入り込むことが出来るようになります。
多くを語らなくてもいい。スタートが遅くても
いい。ただやりたいことだけに夢中になってい
ればいい。
　その姿を見ているだけで、胸が熱くなり自
分も参加してみたいという衝動にかられます。
松下功副学長の身体を見ていると、大きくころ

ころと鳴り響いています。
　何故学生は、こんな面白いことに参加してこ
ないのだろうかとつくづく思います。
　感性を磨くには、自分から一歩踏み込んで
いく感度を上げることだと思います。
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