
社会連携センター

3



2

52

84

80

60

67

72

76

4

14

目次

社会基盤となりうる芸術的イノベーションとは何か？

「クローン文化財」による新たな文化共有の提案

伊東順二

宮廻正明　麻生弥希　荒殿優花　鴈野佳世子　並木秀俊

巻頭寄稿

研究論文

事業報告

54

32

42

アフガニスタン・メス・アイナク遺跡出土遺物の保存と人材育成

「蝋管プロジェクト」－蝋管の新たな活用方法を目指して－

1　味覚の研究 ／大島今日

2　藝大アーツイン丸の内2016 ／田代朋彦

3　藝大アーツイン丸の内2017 ／田代朋彦

4　ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2016 丸の内エリアコンサート ／林そよか

5　ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017 丸の内エリアコンサート ／荒巻菜生子

6　GEIDAI UNDERGROUND 2016 ／田代朋彦

7　GEIDAI UNDERGROUND 2017 ／田代朋彦

8　A-TOM ART AWARD ／佐藤研也

青木繁夫

宮廻正明　薩摩雅登　平諭一郎　松村智郁子　成田七海　佐々木遊太

研究報告



Contribution

巻頭寄稿



伊東順二（東京藝術大学 COI 拠点 文化外交・アートビジネスグループプロジェクトリーダー 特任教授）
Junji Ito: Tokyo University of the Ar ts COI site SPL Cultural Diplomacy and Ar t Business Group Project L e a d e r

社会基盤となりうる
芸術的イノベーションとは何か？
Ar t is t i c  I nnova t ion  as  Soc ia l  I n f r a s t r uc tu re

■文化外交ビジネスグループマップ

　現実社会の構造的変革と進化を目指すイノ

ベーションが芸術的領域から起こり得るか？

　その命題が私たち東京藝術大学 COI 拠点に

課された問いであると考える。その答えを返す

ことは非常に難しいことである。なぜなら芸術

にはそもそも確定した領域というものが存在せ

■ Cultural Diplomacy Business Group

Can the arts engender innovation aimed at 

practical social development and structural 

reform? This is the question posed to the Tokyo 

University of the Arts Center of Innovation. It is 

a very difficult question to answer because art 

does not have a specified boundary and 
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Contribution

ず、20 世紀前半までにほとんどの外形的様式

性はその革新を完了してきたからである。そ

の上芸術という考え方自体がルネサンスという

中世キリスト教社会に対する構造改革の一環

であり、かつその先鞭をつけた造形と科学と

を結ぶ概念だったわけであるから、芸術のイ

ノベーションとはつまり社会全体の変革を意味

していなければならない必然を有していると

言える。

　思えば 19 世紀末期からのジャポニズムとい

う日本の大衆文化に刺激されたいわゆるファ

ン・ド・シエクルの時代、産業革命以降の市

民階級の台頭によって社会構造や環境が劇的

に変化し芸術作品や芸術的造形、表現の需要

が飛躍的に増加する。否応なしに芸術家たち

は社会の動向に敏感になり、結果発言力を増

したその表現はメッセージとして先鋭化してい

く。それに加えて、20 世紀初頭からの共産主

義の台頭と彼らが注力した社会主義的イデオ

ロギーに基づいた大衆芸術のための方法論の

開発はデザインやメディアの革新に大きな影

響をもたらした。先行して19 世紀末から産業

技術の革新を背景に進められたアーツ・アン

ド・クラフト運動は芸術の領域すら拡大させて

いく。加えて、ジグムント・フロイド、フェルディ

ナン・ソシュール、アンリ・ルイ・ベルクソン

といった人類の行動や発想、コミュニケーショ

ン原理を構造的に分析しそれまで見えなかっ

た未来を私たちの内なる構造と響き合う形で

達成する可能性を思考という点で用意してくれ

た人物たちが怒涛のように輩出された。

　グラフィックデザインやプロダクト、建築、

工芸、染織、ファッション、科学、哲学を芸

術の範囲として認めるか否かはともかくとし

observable style  innovat ions had been 

accomplished by the mid-twentieth century. 

Moreover, the very idea of art had been part of 

structural reform in Renaissance medieval 

Christian society, connecting concepts of 

science and the visual arts. In other words, 

artistic innovation was inevitably linked to 

overall social change. 

Looking back to late 19th century fin de 

siècle Japonisme stimulated by Japanese 

popular culture, dramatic changes in social 

structure, including a leap in demand for 

artistic expression, came along with the rise of 

the middle class following the Industrial 

Revolut ion .  Art is ts  responded wi thout 

reservation and their voices, sensitive to social 

trends, and the message of their expression 

took on increased authority. Further, the advent 

of communism at the beginning of the 20th 

century strongly influenced innovation in 

design and media, and the development of a 

theory of popular art based on socialist 

ideology. Prior to that, the Arts and Crafts 

Movement that grew in the background of the 

Industrial Revolution in the late 19th century 

expanded the purview of art. In addition, the 

appearance of ideas of people like Sigmund 

Freud, Ferdinand de Saussure, and Henri-Louis 

B e r g s o n ,  w h o  a n a l y z e d  p r i n c i p l e s  o f 

communication structures, caused upheaval 

and paved the way for us to understand thought 

processes that were until then unknown. 

Whether or not graphic design, product 

design, architecture, craft, dyeing, fashion, 
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て、20 世紀の社会環境を一変させ、何よりも

人類の感性にそれまでの芸術以上に劇的に変

化を与えたことは事実である。20 世紀以降の

造形の変化は常に肯定と批判を含めて人類が

構成する社会との相互関係にあり、社会もま

たその変化を同調させていると言っても過言

ではない。

　その事実を私たちは、社会主義的大衆芸術

の成長をスターリニズムによって停止させられ

た東欧諸国と規制はあるもののそれを自由に

展開することができた西側社会の姿の違いを

東西の壁の崩壊時に見せつけられた時にあま

りにも露骨な形で納得したのである。技術の

拡張以上に感性の拡張は巨大な変化と革新へ

の欲求を生み出していく。おそらく私たちはル

ネサンス時代に見つめ直した宇宙以上に広大

な人類の感性を今見つめているのである。そ

れゆえ芸術という感性刺激装置の革新は現代

社会において避けることのできない最も大きな

クリティカルパスであると思う。

　しかし、その広がりが海のような豊饒で多

産なものになるのか砂漠のように荒廃したもの

になるのかは未だ定かではない。今こそ私た

ちは無限に広がるネットワークの先に、また革

新の先に、アインシュタインが唱えたように多

様な展開を統合する感性の在り方と再生する

システム像を見出さなければならない。

　私たちの研究と実証は一見それぞれが分岐

しているように捉えられるかもしれないが、こ

のような考えに基づいて革新を続け得る次世

代社会の基盤となる感性要素の構築を目指し

ている。

science, and philosophy are considered within 

the scope of art, these domains changed human 

sens ib i l i t i es  more  dramat ica l ly  in  the 

environment of the 20th century than at any 

previous time. It is accepted that from the 20th 

century on, a mutual relation, whether critical 

or accepting, exists between society and 

changes in the visual arts and that society 

synchronizes with those changes. A convincing 

indication of this is the difference between 

relatively unrestricted Western art and the kind 

of socialist art that developed in Eastern Block 

countries under Stalinist restrictions. This 

became clear at the time of the collapse of 

barriers between East and West. More than the 

expansion of technology, the expansion of the 

senses creates a desire for change and 

innovation. We may be looking at a revision of 

the human sense of the universe larger than 

o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e .  I n 

contemporary society, art as a means of 

emotional stimulus is the most important 

critical path to innovation.

It is, however, not yet known if such diffusion 

will become as fertile and diverse as an ocean, 

or as desolate as a desert. It is imperative that 

we now find a way to integrate and reproduce 

diverse sensitivities, as Einstein indicated, prior 

to an infinitely spreading network and prior to 

innovation.

While our research and results may seem to 

be divergent, our common aim is to build next-

generation society innovation based on sensory 

elements.
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■工芸産業革新事業–高岡ものづくり拠点構想

　感性基盤と連動したイノベーションの社会実

装はこのような考えに基づいて進めてきた。ク

ローン文化財の製作を起点とした日本における

ものづくり産業の再生プロジェクトとして富山県

高岡市と当地の鋳物業組合と協働、江戸幕府

時代の幕藩体制下に最盛期を迎えた地域工芸

産業をモデルとした法隆寺釈迦三尊像製作の

ために産官学のコンソーシアムを設立し、東京

藝大で製作した3Dモデルを鋳型としてブロン

ズ像として初めてのクローン文化財を完成させ

ることで一つの実現を見た。

　このプロジェクトの私の主な発案理由は物理

的価値観を概念的価値観に転換するクローン

文化財の工程を伝統工芸の拠点産地とともに

協働することで文化財の技術的側面にもスポッ

トを当て、同時に地域伝統産業の再生起爆剤

としてのクローン製造を発信することにあった。

さらに言えば、伝統工芸産業の衰退の原因で

ある先端テクノロジーへの対応不足や人材欠

落による基礎技術の消失、人材育成システム

の未整備等の問題、また藝大においては保存

■  Craft Industry Innovation Project:  

Takaoka Production Model

 The Tokyo University of the Arts initial 

project to advance sensory based innovation 

through product ion of  “Clone Cultural 

Properties” was the creation of a 3-D model of 

Horyuji temple’s Shaka-sanzon-zo (Shaka Triad 

Statues) in a collaboration, fashioned on the 

Edo Shogunate’s regional craft manufacturing 

cooperation system, with Takaoka city in 

Toyama prefecture and the Toyama Metal 

Cast ing Industry Associat ion. The main 

objective of this project is to focus, through the 

creation of cultural property clones, on the 

technical aspects of cultural properties and to 

collaborate with traditional craft production 

areas to convert physical attributes into 

conceptual values, and at the same time 

stimulate regeneration of regional traditional 

industries. The decline of traditional craft 

industries has to do with lack of response to 

advanced technology, lack of human resources 
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技術の産地提供による存在意義の確立と産地

と通じた人材協働育成システムの構築、加えて

保存する技術の地域文化的価値の再認識とい

う教育的発展を促進する価値を得ることを目的

として設定した。今後、このプロジェクトはク

ローン文化財の需要が一般化した時点での生

産拠点整備という点においても重要なクリティ

カルパスのクリアだったと思っている。

　この前例のない事業フォーマットに関して幸

いに内閣府から高岡市を通して2年間約6500

万円の支援を得ることができた。さらに600年

の歴史を誇る伝統木工工芸、井波彫刻を持つ

南砺市の参加も実現し、釈迦三尊像製作のほ

とんどの部分を産学協働で行えたことは大きな

収穫だった。結果として、2017年3月に発表

展示を高岡で行い1週間の開催期間中に約

25,000人の観客が訪れた。その中に製造業の

従事者が多く含まれていたことは新しい業態基

盤の可能性に対する関心の高さを示していた。

　この成果を受けて、私たちは高岡市、地元

業界とともに産業再生、拠点整備の次なるス

テップを以下のように開始した。

1. 産官学コンソーシアムの継続を可能にす

る新たな事業の策定。

2. 大学とのさらなる連携による新しいものづ

くりを支える人材育成の開始。

3. 伝統工芸産業の再生のための基礎技術基

盤の見直し。

4. 日本工芸の世界的需要についての国内と

海外におけるマーケティングの開始と国際

交流による工芸技術の革新。

5. 古代の文化公共事業における社会への文

化的希求促進方法の分析。

and concomitant loss of basic technology, lack 

of human resource development systems, etc. 

The Tokyo University of the Arts, in addition to 

promoting renewed awareness of educational 

development values, seeks to preserve regional 

technology values and systems of regional 

human resource training collaboration by 

offering this technology to regional production 

areas. We believe that this will prove to be an 

important critical path even when production 

methods are improved and future demand for 

cloned cultural properties becomes generalized. 

Our unprecedented project format received 

a two-year Prime Minister’s Cabinet Office 

grant for Takaoka city of around 65 million 

yen. We were further fortunate to secure the 

collaboration of Nanto city, a place with a 600-

year history of traditional woodworking 

technology, to realize the clone of the Shaka 

Triad Statues. The one-week exhibition in 

Takaoka City attracted around 25 thousand 

visitors. The fact that many of the visitors were 

from the manufacturing industry indicates 

interest in possibilit ies of new business 

opportunity. 

In response, we took the following steps to 

enable industrial revitalization and new creative 

industry development in Takaoka:

1.Formulation of new business possibilities 

through a consortium of industry, government, 

and academia

2.Initiation of support for training programs to 

develop new product production through 
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　以上のような課題設定を行い、新しい創造

産業を可能にする以下のようなプロジェクトを

開始した。そして、その整備モデルを普遍化し、

新しいものづくり社会を実現するために以下の

複合的な研究開発事業を進行している。

① 中小基盤整備機構の支援を受け、1、2、3

の課題をクリアする文化産業拠点としての再

整備をコンソーシアムが担う事業を開始し法

人化を推進する。

② 4の課題と今後の技術革新の実現として、

ヨーロッパにおける技術革新と人材育成モ

デルの研究のために、東京国立博物館にお

いて開催された「フランス人間国宝展」を機

に「日仏工芸の極み」イベントを実現し日仏

の作家、専門家などを交えてディスカッショ

ンを行うとともに相互のプレゼンテーション

を実施し、世界的な技術交流プランの端緒

とした。今後「World Wide lab.」という国際

的なものづくりネットワークを組織する計画

である。

collaboration with universities

3.Review of basic technology foundations for 

regenerating traditional craft industries

4.Initiation of market research on domestic and 

global demand of Japanese crafts and on 

innovation of craft technology through 

international exchange

5.Analysis of cultural promotion in societies 

with ancient public culture industries

We are conducting the following complex 

research and development  in  order  to 

universalize the maintenance model and to 

realize new production possibilities for society:

① promotion of culture based industries through 

consortiums that meet the requirements of 1, 

2, and 3 above to support mechanisms to 

maintain small and medium sized enterprises

② In relation to 4 above, and research on future 

technolog ical  innovat ion and human 

resource development, we plan to organize 
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③ クローン文化財の需要調査のためにルーブ

ル美術館、アムステルダム美術館などと連携

と調査を開始し、今後日本工芸再生のため

の基礎資料として公開する予定である。

■新しいものづくりを支える基盤作り

a.aiカルチャー研究会の発足with 京都大学
　革新的ものづくりイノベーションを文化的領

域において実現するには対処療法的な安易な

IoT 化や物理的利便性だけを求める労働代理

装置の配置だけでは文化的要素を盛り込むこ

とはできない。その点を問題視する私達は文

化、つまり日本の美学や伝統を各分野の革新

に通底するアイデンティカルな共通項を生み出

すために京都大学工学部教授陣とaiカルチャー

協働研究会を発足し、相互に開催するとともに

日本文化の基盤である伝統芸術のAI化プログ

ラムを策定している。

b.幼児からの感性教育
　文化コンテンツとものづくりの新しい需要と感

性に満ちた人材の早期育成のために、赤ちゃん

とお母さんの感性コミュニケーションに論理的方

法を実現する「母学」を医療、脳生理学等の専

門家と各分野の企業、富山市などとコンソーシ

アムを組織し、理想的な保育園をweb上で実

現するという総合的な母学のプラットフォームを

今年度実現する予定である。3歳までの両親、

特に母、そして周囲の環境が人格形成に大きな

影響を与えるということはまさに日本のことわざ

「三つ子の魂百までも」という表現のように深刻

に考えるべき事実だということは、元世界医学

会会長小林登先生はじめ多くの学者や専門家

an international production network under 

the name of ‘World Wide Lab.’ The Living 

Treasures of France exhibition recently held 

at the Tokyo National Museum provided an 

opportunity to study the European model of 

technical innovation in human resource 

development and to organize a forum for 

discussions between French and Japanese 

crafts artisans and specialists. 

③ We are currently collaborating with the 

Louvre, the Rijksmuseum Amsterdam, and 

other museums and investigating demand 

for clone cultural properties. We will be 

releasing basic documentation on this in 

order to contribute to the revitalization of 

Japanese crafts.

■  Providing a Foundation to Support 

New Product Creation  

based on tradition

a.  Launch of AI culture study group with  

Kyoto University 

To counter  the  fac t  that  product ion 

innovation in the cultural sector cannot be 

achieved solely through labor organizations that 

simply seek measures for practical convenience 

and IOT conversion, and do not include cultural 

elements, we established a program and study 

exchange group with the Kyoto University 

department of  engineering to apply AI 

principles to the identification of common 

elements in Japanese traditional aesthetics that 

would allow continued innovation.  
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が指摘するところである（小林登著「母学」）。

　私たちは将来の人に寄り添うイノベーション

創生を生み出す人材の育成を長期的ヴィジョン

で俯瞰し、専門家とのディスカッションを重ね

ながら成長に益する多様なコンテンツ開発と最

適なアートナーサリーの方法論の開発を進めて

いる。昨年度からはアップリカ教育研究所、丸

の内における「藝大アーツイン丸の内」の共同

主催者三菱地所株式会社に加えて、株式会社

アトムそして保育と医療の壁を超えていく時の

サポートを行っている富山市の参加を得て、よ

り大きな成果と進展を見ることができた。今後

は実際のイベントとweb配信を通してより具体

的な事業として実施していきたい。

b.Sensory Education from Childhood

We plan to establish an Internet platform for 

comprehensive childcare through a consortium 

o r g a n i z e d  w i t h  To y a m a  c i t y ,  v a r i o u s 

corporations, brain physiology specialists, and 

others in order to realize rational methods of 

implementing childcare studies for early 

sensory communication between mothers and 

infants that would promote the emergence of 

highly sensitive individuals and respond to 

demands for cultural content creation. Many 

scholars and specialists, including former 

chairman of the World Medical Association 

Akira Kobayashi, point out that, as in the 

Japanese proverb, “The child is father to the 

man,” early childhood experiences before the 

age of three, particularly the interaction 

between child, mother, and surroundings, have 

a profound impact on personality formation. 

We are developing methodology to produce 

diverse content suitable for art child-rearing, 

repeatedly having discussions with specialists, 

and creating a long-term vision on how to 

cultivate innovation creation that people in the 

future can embrace. From the current fiscal 

year, we have achieved better than expected 

progress with support from Aprica Childcare 

Institute, Mitsubishi Estate as co-organizer of 

Geidai Arts in Marunouchi, Atom Corporation, 

and Toyama city’s support beyond nursing and 

medical care. In the future, we would like to 

implement more practical projects through live 

and Internet events. 
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■芸術的イノベーションのあり方とは？

　結論から言えば、芸術領域に求められるイノ

ベーションのあり方とは新たなテクノロジーを

用いたベンチャーの起業や高付加価値を実現

する経済領域を形成することではないと思って

いる。むしろその全てを包含するより良い未来

を築くための新たな発想による基盤自体を創

出するための準備をすることであると考える。

そのためには社会において常に金銭以上のプ

ライスレスな価値設定を創り出す、人類社会

に実装できる発想と哲学を提供し続けることが

重要である。すべての領域の壁を越えることが

できる芸術だからこそ可能であるし、多様性に

満ちそれゆえに価値観の異なるものを結ぶ茶

の湯のようなユニークなネットワーク概念を持

つ日本の伝統文化の構造はその大きなヒント

になると思っている。

■Achieving Innovation through the Arts

Innovation from the field of the arts will not 

result through the formation of business 

ventures using new technology or high added 

value in the economic sector. Rather, it is 

necessary to prepare to create a foundation for 

new ideas to build a better inclusive future. It is 

important to provide ideas and philosophy that 

can be implemented to create enduring values 

in human society aside from money. The arts 

can make this possible because the arts cross 

all sectors. The concept of network structures 

found in Japanese traditional culture offer a 

strong hint on how to connect and create value 

in diversity. 

東京藝術大学特任教授。美術評論家。アート、音楽、建築、
都市計画など分野を超えたプロデュースを多数手がける。
1995年「ベニス・ビエンナーレ」日本館コミッショナー。2005
年〜13年富山大学教授。08年〜12年「金屋町楽市」実行委
員長。前長崎県美術館館長。パリ日本文化会館運営審議委
員。富山市ガラス美術館名誉館長。「藝大アーツイン丸の内」
総合プロデューサー。

Professor at Tokyo University of the Arts. Art critic, art producer and project 
planner. Has worked on prolific productions beyond various fields such as 
art, music, architecture and city development planning. Was the Japanese 
Commissioner in charge of the Japan Pavilion at the 46th Venice Biennale in 
1995. 2005~13 Professor at University of Toyama. 08~12“Kanayamachi Rakuichi” 
Executive Chairperson. Former Director of Nagasaki Prefectural Museum. Served 
as a member of Planning Committee of Maison de la culture du Japon a Paris. 
Honorary Director of Toyama Glass Art Museum. General Producer of “Geidai 
Arts in Marunouchi”.

伊東順二（いとうじゅんじ） Junji Ito
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「クローン文化財」による新たな文化共有の提案

概要

　現在、文化財は厳重に保存される一方で、公開が求められるという矛盾を抱えて

いる。最も確実な保存方法は非公開とすることであるが、文化遺産や文化財は各国に

とって重要な観光資源でもあり、人類の貴重な共有財産として公開が求められる傾向

にある。歴史的・文化的価値の高い考古遺物や芸術作品が広く公開されることは文

化の発展には意義深いが、保存と公開を両立させるのは非常に難しい。こうした問題

を解決するため、東京藝術大学では芸術と科学技術の融合による高精度な文化財の

複製 「クローン文化財」の技術開発に着手した。本稿では、クローン文化財開発の経

緯と理念、実際の制作工程、意義と利点について解説し、研究成果の事例をまとめる

とともに今後の展望を述べる。

Proposal on new ways of sharing culture through “Clone Cultural Properties”

 In modern society, we face a dilemma in that while cultural properties must 
be safeguarded for preservation there is also the need to display artwork to the public. 
Forbidding the public access is the easiest method to protect cultural heritage and 
properties. However, they are an important tourist attraction and are often expected to 
remain accessible to the public as valuable universal properties of humanity. While there 
is signi�cant value in ensuring that archaeological objects or artwork remain open to 
the wider public, it is very di�cult to balance the need to preserve and display them. 
To resolve this issue, the Tokyo University of the Arts (TUA) has developed a technology 
to create extremely accurate reproductions termed “Clone Cultural Properties” that 
combine art and scienti�c technology. In this paper we describe background and 
philosophy behind the creation of “Clone Cultural Properties”, actual process of 
producing them, and their signi�cance and bene�ts. We also report the research results 
obtained through projects accomplished so far and present future prospects.

1

宮廻正明・麻生弥希・荒殿優花・鴈野佳世子・並木秀俊

Treatise:
研究論文
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＜1＞「クローン文化財」開発の経緯

　現代社会において、文化財は厳重に保存される一方で、公開が求められるという

矛盾を抱えている。劣化の要因となるものには光や温湿度、外気による汚染、水害や

生物被害などが挙げられるが、公開にともなって多くの人が出入りし、鑑賞すれば、必

然的に人的被害（二酸化炭素濃度の上昇による保存環境への悪影響や、接触による

破損、汚損など）のリスクも高まる。それらを避けるため最も確実な保存方法は文化財

を非公開とし、現地もしくは安全な環境で徹底管理することであるが、文化遺産や文

化財は歴史的・芸術的価値を持つとともに、各国にとって重要な観光資源でもあり、

人類の貴重な共有財産として公開が求められる傾向にある。歴史的・文化的価値の

高い考古遺物や芸術作品が広く公開されることは文化の発展には意義深いことである

が、保存と公開を両立させるには様々な条件を満たす必要がある。こうした問題を解

決するため、東京藝術大学（以下、東京藝大）では芸術と科学技術の融合による高精

度な文化財の複製「クローン文化財」の技術開発に着手した 1。

　前述のように、文化財は経年変化や環境要因による劣化、天災や人災による破損、

消失の危機に常に晒されている。絵画などは紫外線や温湿度の影響による劣化が避

けられず、保存を優先するのであれば長時間・高頻度の一般公開はできない。文化

財の保全のため、オリジナルの公開を制限し、レプリカや画像などの代替品を展示する

手法がとられることは珍しくない。近年ではデジタル技術の発達により高精細画像の撮

影や印刷が可能となり、レプリカの質も確実に向上している2。しかし、依然として複製

品は原本より価値の低いものという認識が一般的で、企業がいかにデジタル技術を駆

使し高精細複製の技術を競おうとも、鑑賞者に新たな芸術作品として受け入れられる

ことは未だ難しい。

　東京藝大が研究開発を進めるクローン文化財は、最先端のデジタル技術と伝統的な

アナログ技術を融合し、人の手技や感性を取り入れることによって、複製に新たな芸

1　 東京藝術大学はこれまでに壁画、絹本絵画、板絵の質感を伴う複製技術でそれぞれ特許を取得しており（特許
第4559524号、特許第47557224号、特許第5158891号）、クローン文化財開発はその研究の延長線上に
位置づけられるものである。

2　 文化財複製事業の先行事例として良く知られるものに、キヤノン株式会社の「綴プロジェクト」や大日本印刷株
式会社「伝匠美」の取り組み等がある。また、大塚オーミ陶業株式会社は陶板技術を応用した文化財複製制
作の実績があり、陶板複製で各国の名画を一同に展示する大塚国際美術館は世界的にも有名である。
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術的価値を付加することを目指している。文化財のクローンをつくることで、劣化を避け

るためにオリジナルの公開を制限しながら、常時オリジナルと同価値のもの、あるいはそ

れ以上に鑑賞者の期待に応えるものを公開できるという発想である。

＜2＞「クローン文化財」の理念

　クローンとは、同一の起源を持ち、均一な遺伝情報を持つ核酸、細胞、個体の集

団を意味する生物学用語である。ここで提案する文化財複製はコピーやレプリカと訳さ

れるような単なる複製作品ではなく、現代の技術で可能な限りオリジナルと同素材、同

質感を追求し、技法、素材、文化的背景など、芸術のDNAに至るまでを再現する、

まさしく文化財のクローンなのである。

　日本における文化財は、古くより模写（模刻、模造）という形で伝承されてきた。模

写は信仰・学習・技巧の継承など多様な目的により行われ、劣化を免れない文化財と

成り代わってその信仰や芸術性を次世代に伝える東洋独自の文化であった。仏画や絵

巻物などには、原本が消失し、その写しによって現代に伝えられている作品も多く、原

本に代わるものとして文化継承の役割を担っている。特に宗教画においては原本（ある

いは底本となる図像）の正統性や精神性が重要視され、劣化に応じて作品を新調し、

原本と同じように大切に受け継いでいくことはごく自然なことであったとみられる3。絵画

作品に関しては古代に遡る修理記録が少なく、仏画の「朽損」に対してはそのまま留め

置くか「新写」することが多かったともいう4。オリジナルのみに絶対的な価値を置く西

洋的なオーセンティシティ5とは異なる考え方であるが、定期的に社殿を建て替え神体を

移す「式年遷宮」を行う伊勢神宮が世界遺産として登録承認されるなど、西欧にも少

しずつ「もの」に依らずに文化を継承する思想が認知されつつある6。

3　 たとえば11世紀末の《板絵神像》（奈良・薬師寺）は虫損の被害を受けたため、永仁三年（1295）に描き改め
られている。また、これと酷似する14世紀成立とみられる板絵神像が手向山八幡宮に伝来しており（現在は個
人蔵）、平安時代成立の原本の姿を踏襲する図像が写し継がれていった可能性が指摘されている。（谷口耕生
「薬師寺板絵神像小考」、『修理完成記念特別陳列　薬師寺の名画－板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁
画－』p.27-31、奈良国立博物館、2018年）

4　 森道彦・中野慎之「伝世品について」、『保存と修理の文化史』展示図録p.55、京都文化博物館、2018年
5　 Authenticity　「真正性、信憑性」を意味する。主に建造物の保存、修復において、それらが持つ美的価値
や歴史的価値のことをいう。

6　 1994年、ユネスコ後援によってオーセンティシティに関する奈良会議が開催され、非西欧文化圏の建築遺産や、
無形の行事を中核とした歴史的な遺産などの特性を含める意味で、オーセンティシティを、形態と意匠、材料と
材質、用途と機能、伝統と技術、立地と環境、精神と感性、その他内的外的要因が当初から変わらずに保持
されつづけているとすることで合意が得られている。
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　つまり、日本における模写は単なる複製（コピー）とは意を異にするものであり、文化

財の状態を精査し、芸術性や技法の研究を通じてその精神性と新たな芸術を創出す

る創造性の源泉までも次世代に伝える特異な芸術的行為であったといえる。東京藝大

では、そのような熟練の技術によって極められた伝統的な模写の技術と芸術家の感性

に、現代のデジタル撮影技術や2D・3Dの印刷技術を融合させることにより、流出ま

たは消失した文化財を再現し、高精度かつ同素材同質感の複製を創り出す特許技術

の開発に成功した。

　この「クローン文化財」の制作に当たっては、原本の詳細な調査を行い、絵具や基

底材など素材の成分・表面の凹凸・筆のタッチまで忠実に再現している。しかし、真

の目的は学術的に信憑性・妥当性の高い複製や復元を行うことではなく、文化そのも

のを継承し、新たな感動を生み出すことである。復元した文化財が見る人にどう映るか、

どう感動してもらえるかということを大切にして仕事を進めている。

＜3＞制作工程

　以下、バーミヤン壁画の複製を例に、クローン文化財のおおよその制作工程を述べ

ておく。なお、文化財の複製には欠損や褪色・変色なども現状そのままに複製する現

状複製と、欠損部や色彩を制作当初、もしくは損傷する以前の任意の時点まで状態を

戻して複製する復元複製があるが、ここで紹介するのは後者の手法である。

　壁画文化財には剥落による図柄の欠損や絵具の褪色・変色が多く見られ、複製制

作の際にどこまで補正するかという、適切な判断がポイントとなる。欠損部の補填や色

彩の復元はデジタル作業で綿密に試行を重ね、大きな剥落がある部分や鮮明な写真

が存在しない部分は過去の資料を参考に想定できる範囲で補う。デジタル上の作業で

はあるが、絵画として破綻無く仕上げるためには描き手の感覚が必要であり、画家とし

ても熟練した技術スタッフが微妙な調整を行い、下図となる画像データを完成させる。

複製の基底材は表面だけでなく原本の支持体構造も再現するため、三次元データを参

考に、岩壁の微妙な凹凸まで精密に再現、成型する。基底材のマチエール（質感）を
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整え、画像データをインクジェット出力し、最後にオリジナルに近づけるために、東京藝

大が培ってきた日本画や洋画の保存修復技術を駆使して手作業で彩色を施す。色材

は科学分析結果をふまえ、原本と同じものを使用する。

　高精細画像をプリントアウトしただけの複製は、画像がどれだけ鮮明であろうと紙に

インクで出力した平面的な印刷物であり、質感や量感をもって見る者に迫っては来ない。

クローン文化財は壁画が剥落している欠損部分も、いったん土台部分まで削り取り、

窪みに石粉粘土に土、砂、藁スサなどを混ぜたものを塗り直すことで、剥落部分の粗

い質感をリアルに再現している。

　絵画、彫刻、工芸などを学んだスタッフが、ものづくりの工程から深く理解し複製を

制作するため、クローン文化財は材料や構造まで忠実に再現し、同時にオリジナルに

迫る鑑賞性を備えた作品となる。3次元計測などの技術も駆使することで、一見平面

的な絵画や版画作品も立体的、重層的にとらえ、ものとして再現するためリアリティーが

ある。さらに、原本の現状を再現するだけでなくより良い状態に復元することもできるの

がクローン文化財の真骨頂といえる。人の手による模写でも原本と近い技法材料を用

いることでリアルな質感再現は可能であるが、様々な可能性の模索と検証が必要となる

復元制作においては、可逆性があり何度もシミュレーションができるデジタル作業を併

用する利点が大きいのである。しかし、もともと欠落している箇所をどこまで直すのか、

直さないのかという判断には、芸術家の感覚的な判断力が問われる。

　復元に対する鑑賞者の目は往々にして厳しく、実物そのままに復元しても評判が悪い

し、復元し過ぎても『うそだ』と言われ不評に終わることが多い。バーミヤン壁画の復

元では、まず原寸の約60%の大きさのものを彩色、それをデジタル化して拡大し、イ

ンクジェットプリンターで和紙に印刷した後、ラピスラズリ（青金石）など実物と同素材で

仕上げた。その際、中央部分は実物通りに欠落を残す一方、太陽神の顔の上部は「な

いと絵として見づらい」ためあえて描き加えた。完全に『こんな顔だ』と復元するのでは

なく、見る人が想像するきっかけの部分だけを残している。鳥が飛ぶ青い空も補完する

ことで全体像を示し、訪れた人に心地よく見て帰ってもらうことを目指した。こうした調



Treatise

19

整の判断は人の目と手でなければできないことであり、デジタル技術の結晶のように思

える復元作業だが、人間が関わる工程が鍵となるのである。

　土壁に描かれた壁画以外にも、これまで漆喰地や花崗岩に描かれた壁画、油画・

絹絵・板絵・紙本作品など様々な素材の絵画について、それぞれ質感を再現する手

法を模索しながら複製制作を進めてきた7。素材だけでなく原本が置かれている環境や、

複製が許可される条件等も異なるため、撮影・調査方法、色調整など画像処理の方

法についても対象毎に異なる対応や工夫が必要となる。また、「質感を再現する」と一

言で括ってはいるが、実際の下地制作の作業は単純なものではなく、印刷前後に出

力媒体に施す処理や、それに使用する材料は作品毎に実験と検討を重ねて決定され

ている。商品としての複製ではなく、文化財保存と新たな芸術の創生という観点から取

り組む研究だからこそ、それだけの情熱を注げるのである。

　ここでは主に絵画作品の複製制作手法について述べたが、もちろん文化財には彫

刻・工芸品・建造物など様々な形状のものがある。平面作品では原本を撮影した高

精細画像資料と印刷技術を駆使して作業の効率化と再現精度の向上に成功している

が、立体作品では3D計測と立体プリンター出力がそれに代わる工程となる。

　法隆寺釈迦三尊像のクローン文化財制作では、原本の3D計測データを基に鋳型

の原型を作成したが、撮影環境等の事情によりデータが取得できなかった部分につい

ては、デジタルモニタリングシステムを用いて3D復元し、情報を補った。複製の原料

となる銅合金は原本の金属分析結果に基づいて配合され、溶解、注湯、型ばらしといっ

た鋳造工程を経て三尊および光背が作られた。史料的価値も高い光背銘は、スクリー

ン印刷によって再現した大光背に複写し、彫金の技法で一文字ずつ彫って仕上げられ

た。3Dプリンターの積層痕や形の緩みは手作業で除去・修正し、鍍金・硫化着色・

緑青着色などを用いて経年の古色を再現し、仕上げている。さらに木工・木彫や漆工

の技術を駆使して台座も再現し、同様に古色仕上げとした 8。

7　 これまで制作した複製作品には以下のようなものがある。油画…自画像（フィンセント・ファン・ゴッホ）、サンラ
ザール駅（クロード・モネ）、真珠の耳飾りの少女（ヨハネス・フェルメール）、笛を吹く少年（エドゥアール・マネ）。
壁画…法隆寺金堂壁画、敦煌莫高窟第57窟南壁中央、バガン遺跡（ミンカバー・グビャウクジー寺院壁画）、バー
ミヤン東大仏壁画。絹絵…高麗仏画阿弥陀八大菩薩、紅白芙蓉図。板絵…板絵著色天部像（醍醐寺）等。

8　 制作工程の詳細については「法隆寺　再現釈迦三尊像展―飛鳥が告げる未来―」パンフレット、高岡市産業
企画課、2017年　を参照。
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　複製対象の素材、形状に応じて臨機応変に制作手法は変わるわけであるが、そう

した柔軟な発想と、それを実現できる技術があるからこそ、あらゆる文化財を継承して

いけるのである。ただひとつ、すべてのクローン文化財の制作工程に共通しているのは、

最終的に人の目と手、感覚によって仕上げる点であるといえる。

＜制作工程例＞

■調査

■撮影

■画像処理

現地にて、色合せなど芸術家の審美眼に基づく色彩や
質感等のアナログ調査を実施。

現地にて、高精細カメラによる撮影並びに各種計測に
よるデジタル調査を実施。

デジタル画像データをPC上で色分析する。調査結果も
加味し、よりオリジナルに近づくよう色調整する。
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■下地制作

■印刷

■手彩色

作品ごとの筆致や絵具の厚みなどの凹凸を研究し、構
図や亀裂を再現した質感を手作業により画面上に再現し
ていく。

大容量画像データの印刷に最適化した本学独自のデジ
タル環境で高精細インクジェットプリンターを使用し印刷
する。

オリジナルが持つ欠損部分などの凹凸部を、3D計測な
どを参考に再現する。さらに手彩色を加え、完成となる。
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＜4＞「クローン文化財」の意義と利点

　クローン文化財があれば、誰もが本物と同質感のクローンを通して、世界中の名品

に接することができる。普及のためにはより短時間に精密な複製を制作できることが求

められるが、コストや制作にかかる時間はデジタル技術の併用で大幅にカットすることが

できた。これまでの模写は職人技の手仕事であり、色彩や形態の再現に原本との誤

差や制作者による個人差が生じやすい上、膨大な時間と労力が必要とされたが、クロー

ン文化財の技術では原本の画像をベースに、デジタル的なカラーマッチングを行った上

で手作業による調整を行うため、そうした問題が解消されている。

　もっとも大きな特長は、流出・破損・消失などにより、すでに喪失してしまった美術

品も再現可能なところにある。過去に保存してあった資料の活用により消失してしまっ

た文化財の復元や、オリジナルを傷めることなく変色してしまった作品の復元も可能に

なる。単に公開するための複製ではなく、制作当初まで復元するなど幅広い目的に応

じた複製制作が可能であり、そこに従来のレプリカとは一線を画す付加価値が生まれ

るといえる。クローン文化財の制作は、美術品をそのコンセプトから復元するため、オ

リジナルの価値と制作技法をもっとも深く理解する者の関与が必須となっており、この

点においてデジタル画像など科学技術のみに基づく複製品と明確に区別される。高精

細画像や高度な科学分析結果をベースに、手で描く事による筆致やマチエールを加味

する技術は高度な専門性を要するが、そうした人材を安定的に確保できるのも東京藝

大の強みである。

　また、完成したクローン文化財は展示公開に多くの利点を持つ。そのものを別の場

所に移動できない場合にも、クローンなら世界を巡回できる。これまでは現地のみで公

開していたものが、他の場所でも公開できるようになり、移動美術館も可能になる。本

物を移動する場合にも、代わりにクローンを展示するなど、質の高い代替展示を行うこ

とができる。たとえば旅先で、見に行った時に見たいものがないと悔しい思いをするこ

ともなくなるのである。

　文化財のクローンが普及すれば、展覧会や美術館博物館のコンセプトにも大きな影
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響を与えるだろう。たとえばフェルメールの絵画は希少であり、作品一点が公開される

度に美術館に長蛇の列ができるが、クローンによってフェルメールの作品を一同に集め

れば、一点ずつの作品ではなく「フェルメール」全体を見ることができる。世界中に点

在するゴッホのひまわりをすべて集めることも可能だ。画集でしか見られなかったものが

いっぺんに、しかもいつでもじっくり見られる。これまでの展覧会や美術教育の常識が

覆るのである。

　また、直接手で触れ文化財に親しむことができるのもクローン文化財の効用のひとつ

である。展覧会では、ガラスや手すりなどで作品がガードされている。貴重な文化財を

守るために必要なことだが、それでは本当に作品に接したとはいえない。クローン文化

財は鑑賞者が間近に見ることができ、触れることもできる。これまで行ってきたクローン

文化財の展示では、『ふれてみてください』とのマークをつけて展示した。観客は当初、

やや戸惑っていたものの、実際に触れることで作品に親しんでくれた。オリジナルよりも、

見る人の願望を満足させるサービス精神を持っているのがクローン文化財であり、柔軟

な活用性という点において、オリジナルを超える可能性をも秘めているのである。

　文化財は文字通り文化的な「財産」であり、これまではオリジナルを所有できること

が有価値だったが、これは言い換えれば文化を独占する行為に価値が置かれてきたと

いうことである。文化はクローンによって共有できる。同品質のものがいくつもでき、沢

山の人がふれることができる。単に代用品として展示するのでなく、高精度の複製を作

ることで多くの人が芸術文化の恩恵を受けることができ、無限に文化を発展させること

ができる。文化財を物質的に再生するだけでなく、根源にある信仰や芸術性、精神性

までも再現し継承するクローン文化財は、紛争やテロによる文化財破壊行為の無効化、

抑止にもつながる。まったく新しいやり方で、文化の共有と平和共存を訴える手段とも

なり得るのだ。研究代表者の宮廻は2016年12月、国際会議「紛争地域における文

化財保護」9に参加し、「文化遺産の保護から世界平和へ」と題した講演会を行ったが、

この時の会場入口にもクローン文化財（バーミヤン東大仏天井壁画の復元壁画）を展示

した。講演ではクローン文化財を活用し、国外流出、経年劣化、破損・消失、諸事

9　 2016年12月2、3日、アブダビにて開催。アブダビ皇太子、フランス大統領、ユネスコ事務局長、ルーブル美
術館長、メトロポリタン美術館長をはじめ、各国文化大臣が出席した。
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情による非公開等の問題に直面する世界中の文化財を復元できる可能性と、それに

よって世界平和を実現する構想を提示したが、口頭や映像のみでなく、現物を展示す

ることで会議参加者からは大きな反響があり、確かな手ごたえを感じた。かたちあるモ

ノとして提示できる説得力は大きく、だからこそクローン文化財に期待される役割は大き

いといえよう。

＜5＞これまでの成果

　2015年、東京藝大COI10『感動』を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベー

ション拠点」が一年半のトライアル期間を経て正式に採択され、芸術と科学の産学連携

拠点となる「Arts＆Science　LAB.」が東京藝大上野キャンパスに完成した。このラボ

では芸術、歴史、科学分野を統合した高精度な文化財複製「クローン文化財」をはじ

めとする産学連携研究を行っている。これまでに油画、壁画、絹絵、板絵などの多く

のクローン文化財を制作し、展覧会等で公開してきた。以下に代表的なものを挙げる。

■法隆寺金堂壁画の復元

　2014年4月、東京藝術大学陳列館にて「別品の祈り」法隆寺金堂壁画復元展覧会

を開催した。上記COIのトライアル期間に、文部科学省およ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）」の研究課題として開催

したものである。1949年に焼損した法隆寺旧金堂壁画を全面原寸大で焼損前の姿に

復元するとともに、最先端技術のスーパーハイビジョン（8K）プロジェクターを用いて、

法隆寺金堂をテーマとした超高精細映像表現作品の展示を行った。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、藝大がもつ壁画複製特許技術を用いて制作

することにより、東京美術学校から受け継がれてきた「伝統」に、「現代」を織り込んだ

新しい模写を提示した。原寸大で復元された壁画は展示室の壁面に設置され、法隆

寺金堂の荘厳空間が再現された。これまで行われてきた、画家の手による模写という

10　 センター・オブ・イノベーション（COI）。10年後の目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型のチャレン
ジング・ハイリスクな研究開発を、文部科学省と科学技術振興機構が最長で9年度支援する「革新的イノベー
ション創出プログラム」の拠点。
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手法での文化財保護の歴史を振り返り、さらに未来にむけての新たな文化財保護の在

り方を予感させる展覧会となった。

■浮世絵のクローン文化財

　2015年4月、東京藝術大学陳列館にて「ハイカラ －覚醒するジャポニズム－　ボ

ストン美術館スポルディング・コレクション」展を開催した。世界の浮世絵コレクション

の中で最も保存状態が良く、色鮮やかな浮世絵を現代に伝えるスポルディング・コレク

ション 11（ボストン美術館）の高精細データをもとに制作したクローン文化財の展示を

行った。江戸文化の粋である浮世絵は「UKIYOE」と表記されるように、世界から非

常に高い評価を受けている。その浮世絵をテーマに、東京藝大が培ってきた芸術表現

と最先端科学技術を混在させることによって、現代的なジャポニズム（模倣から超越）

を思わせる新しい感動の場を創造した。世界で最も有名な日本の絵画のひとつと言わ

れる葛飾北斎『冨嶽三十六景』 神奈川沖浪裏の高精細複製の展示や、浮世絵に強

い影響を受けたゴッホ作品のクローン文化財が展示された。また、超高精細に記録さ

れた浮世絵を500%に拡大した展示を行い、本来の大きさでは気づかないような細部

の様子や、質感等が観覧者の関心を集めた。

　これら浮世絵のクローン文化財は「Glass Box Metro Ginza」（メトロ銀座ギャラリー）

における「ハイカラ2 －覚醒するジャポニズム－ ボストン美術館スポルディング・コレク

ションとゴッホ」展や、商業施設「NEWoMan」（ニュウマン）内の文化交流施設

「LUMINE 0」（ルミネゼロ）における「ハイカラ～目でさわる浮世絵～」展でも、「さわ

れる高精細浮世絵」（複製）や細部に宿る美を「みつめる超拡大浮世絵」、「4K浮世絵

アニメーション」として展示され、移動型美術展示の取り組みとしても成果を上げている。

■バーミヤン壁画の復元

　2016年4月、東京藝術大学陳列館にて「アフガニスタン特別企画展『素心 バーミ

ヤン大仏天井壁画』 －流出文化財とともに－」を開催し、タリバンによって2001年に

11　 ボストンの大富豪、ウィリアム・スチュアートとジョン・テイラー・スポルディング兄弟が1921 年にボストン美術
館に寄贈した約6500 枚の上質な浮世絵版画コレクション。寄贈の際、同美術館の外に出すことはもとより、
公開展示を禁止するという条件が付けられ、その条件のもとで今日まで80 年以上にわたり保存されてきた。
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爆破されたアフガニスタン・バーミヤン東大仏の天井壁画「天翔る太陽神」の復元展

示を行った。

　1970年代に京都大学の調査隊が撮影したポジフィルムやドイツ・アーヘン工科大の

持つ壁面の三次元計測データをもとに、2D、3Dのデジタル技術を用いて画像解像度

を高めるとともに、伝統的な模写の技術や芸術家の感性により剥落箇所の図像を復元。

絵画としての魅力を回復させ、戦乱で失われたバーミヤン東大仏天井壁画を原本に近

い素材と質感のクローン文化財として再現することに成功した。

　東大仏の仏龕（ぶつがん）を模した展示スペースでは前方のパノラマスクリーンに

バーミヤン渓谷の風景が投影され、天井に奥行7・2メートル、幅6・6メートルの復

元壁画が展示された。観覧者は疑似的に東大仏の頭頂に立って渓谷を臨み、壁画

を見上げる。壁画の質感だけでなく現地の臨場感まで復元した展示は、従来の写真

パネルやレプリカ展示とは一線を画したものとして注目を集めた。

　展覧会には日本で保護された流出文化財の原本も数多く出陳されたが、クローン文

化財展示の迫力はオリジナルと並んでも遜色なく、現存する文化財とクローンによって

再生した文化財を併せて展示することで、未来へ向けて平和と共存を呼びかける意義

深い展覧会となった。

■G7伊勢志摩サミット　サイドイベント参加

　上記のバーミヤン壁画は、その縮小版が2016年5月のG7伊勢志摩サミット（主要

国首脳会議）のサイドイベント「テロと文化財－テロリストによる文化財破壊・不正取引

へのカウンターメッセージ」で展示され、日本の高度な修復技術をアピールするとともに、

文化財をテロリストから守るメッセージを発信した。「天翔る太陽神」は、サミット会場の

志摩観光ホテル内に展示され、各国首脳がこの壁画を視察、鑑賞しながら平和と文

化財保護のための一層の協力を語り合った。

　バーミヤン東大仏天井壁画や法隆寺金堂壁画のクローン文化財は、流出または消

失した世界中の文化財を「もの」として再生するだけでなく、その精神性や意図までも
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再現するものである。このことにより、紛争やテロによる文化財の破壊行為を無意味化・

無力化し、文化の共有を実現することが可能となることを今後も提唱していきたい。

■法隆寺釈迦三尊像のクローン文化財

　文化共有研究グループは二次元から三次元へ歩みを進め、法隆寺の国宝「釈迦

三尊像」のクローン作りに取り組んだ。2015年、東京藝大COI・文化共有研究グルー

プら産学官が連携し、「400年を超える高岡市の鋳物技術と600年を超える南砺市の

彫刻技術を活用した地場産業活性化モデルの構築・展開事業推進協議会」を立ち

上げ、国宝・法隆寺釈迦三尊像の再現に着手した。三尊は高精細で三次元計測・

解析したデータを基に3Dプリンターで樹脂製の原型を作成し、それをもとに鋳型を

製造。原本の金属分析に基づいた銅合金を用い、富山県高岡の鋳物業者が約2カ

月かけて鋳造した。大光背銘の刻字や表面の仕上げは人の手で丁寧に行われた。

ヒノキとクスノキでできた台座部分は、精密な浮き彫り技術で知られる南砺市の井波

彫刻の職人が彫り、引き続き東京藝大で経年変化した状態を再現するなど表面の仕

上げを行った。完成作品は2017年3月、富山県高岡市・ウイング・ウイング高岡に

て開催された「法隆寺　再現釈迦三尊像展―飛鳥が告げる未来―」で公開され、

今後も国内外での展示が計画されている。

　この事業により、普段は法隆寺から出ることのない貴重な国宝の忠実なクローンがど

んな場所にも移動し、多くの人が目にできるようになった。日本の芸術文化の魅力や

伝統技術の高さを国内外に広く発信するとともに、歴史的資産等の再現・修復の需要

を取り込むことで、地域のしごとづくり、地方創生に結び付けていくことも目指している。

■NICASとの連携

　東京藝大はオランダのマルク・ルッテ首相の藝大訪問をきっかけに、2016年2月、

オランダ芸術科学保存協会 （NICAS12）との連携協定を締結した。デルフト工科大学

のヨリス・ディック博士も、クローン文化財の重要性を提言するひとりであり、両大学の

12　 Netherlands Institute for Conservation Art and Science
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間で文化財の保存修復技術で交流が始まっている。デルフト工科大学が有する最新技

術を駆使することで判明する、描画に使用された画材の科学的な分析結果と、東京藝

大の特許を用いた画期的な複製技術を組み合わせることで、まるで画家本人が描き上

げたばかりのような、オリジナルに近い複製絵画制作の実現が期待されている。ルノアー

ルやゴッホの作品などのクローン文化財づくりを始めるなど、国際文化交流が進み、世

界中にクローン文化財の協力者の輪が広がりつつある。

　文化財を国の貴重な観光・教育資源であると認識している藝大・NICAS両機関は、

これまで贋作・偽物として捉えられることもあった複製絵画を、より社会に貢献するため

のツールとして用いることを目指し、今後も連携を深めていく計画である。

　現在、最先端技術と伝統技法を活用して2つの絵画作品（ブリューゲル作「バベルの

塔」、ゴッホ作「青い花瓶に入った花」）の複製制作プロジェクトが進められている。「バ

ベルの塔」については蛍光X線スキャン分析の結果について説明を受けるとともに、関

係者と詳細な打ち合わせを行い、精緻な複製を制作するための作品（側面や縁など）

の写真撮影、複製の試作品と現物の色合わせ作業などを実施した。サイズを拡大し、

絵具の質感まで再現した複製画が、2017年4月、「ボイマンス美術館所蔵　ブリューゲ

ル『バベルの塔』展」（朝日新聞社主催・東京都美術館）で展示されている。

＜6＞今後の展望　―笑顔の種を蒔く―

　もともと芸術と科学は一体のものであった。しかし近代になって専門化が進み、芸

術と科学は対極にあるものとみなされるようになった。芸術と科学の親和性を回復し、

両者の融合で新たな『感動イノベーション』を創造することが我々の研究テーマである。

芸術と科学の融合でモノと人、国と国とを隔てる垣根を低くし、名品に触れる機会をつ

くることが、文化を育み、心を育み、絆を育む一歩となるはずだ。

　勿論、クローン文化財の普及のためには解決しなければならない課題も多い。ひと

つは、文化財複製に対するネガティブなイメージの払拭である。贋作、偽物と混同され

ないためにもクローン文化財の制作理念を明確にアピールし、複製はオリジナルより劣る
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という先入観を取り払い、文化財保護において真に重要なのは何なのかを訴えていか

なければならない。複製や復元の精度向上を図るとともに、保存性や活用状況など完

成したクローン文化財の経過観察と問題改善への中長期的取り組みも必要である。ま

た、クローン文化財による文化の継承を根付かせるには継続的に制作やメンテナンスを

行える体制を整える必要もあり、人材育成も不可欠となっている。こうした問題をふまえ、

今後も産学連携による研究開発を続けていきたいと考えている。

　これまで文化財は、ガラスケースで隔てられた『結界』の外側から見ることしかできな

かった。しかし、クローン文化財にはその結界が不要であり、鑑賞者は見るだけでなく

直に触ることもできる。貴重な文化財に間近に触れ、五感で感じる、その感動は大きい。

プレゼンテーションのためクローン文化財を持って多くの美術館を回り、「さわってもいい

んです」というと、皆恐る恐るさわり、やがて笑顔の種から芽が出始める。クローンとは

もとはギリシア語で植物の小枝の集まりを意味し、本来の意味は挿し木であるという。ク

ローン文化財という挿し木によって新たな文化の生命が芽吹き、人々に笑顔の花が咲く。

　クローン文化財の理念と技術は、文化財の保存と公開という矛盾を解決するために

有効であり、将来的に芸術文化の伝承手段として定着させたいと考えている。文化財

という世界共有の財産を守り、伝える新技術は文化外交の一助としても期待され、可

能性は無限大である。クローン文化財の概念を藝術の力で伝え、大きな感動の輪に

広げていくことで、このプロジェクトが豊かな世界を作りあげていく基盤になると確信して

いる。

（付記）
本稿は以下に掲載された記事、インタビュー、解説文などをもとにクローン文化財に関する概要をまとめ
たものです。

・『文化の創生　クローン文化財』パンフレット（東京藝術大学Arts＆Science LAB.発行）
・「アフガニスタン特別企画展『素心 バーミヤン大仏天井壁画』 －流出文化財とともに－」パンフレット
（東京藝術大学COI拠点発行）
・『JST news』2016年7月号（国立研究開発法人科学技術振興機構総務部広報課発行）
・「hYoUrE  Arts&Science LAB.COI news」Vol.1～8（東京藝術大学COI拠点発行）
・ 日本経済新聞2016年3月21日掲載「目指せ「クローン仏像」　富山、制作中の釈迦三尊像公開 」
・「法隆寺　再現釈迦三尊像展―飛鳥が告げる未来―」パンフレット（高岡市産業企画課発行）
・東京藝術大学公式HP（http://www.geidai.ac.jp/）
・東京藝術大学COI公式HP（http://innovation.geidai.ac.jp/）
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＜クローン文化財の特徴＞

■素材

■審美眼

■最先端技術

■臨場感

キャンバス、和紙、木、土壁、岩など絵の土台は様々。クロー
ン文化財は、絵具の部分のみならずその下の見えない土
台部分までこだわり、可能な限り再現を行っている。
そのこだわりにより、見るだけでなく触れることにも耐えうる、
重量感を纏う仕上がりとなっている。

科学では補えないオリジナルの真意を理解し、クローン文
化財の制作に活かすことで、品質の高さを保っている。
東京藝大が制作するクローン文化財は、美術の専門的な
伝統技法や美的感覚を学び、芸術家として活躍している
スタッフが制作を担うことで発揮されている。

高精細撮影機器や3Dによる撮影を行うなど、最先端技術
を積極的に導入し、日々進歩した制作を行っている。
制作期間の短縮、完成度の上昇はもとより、より精密なオリ
ジナルの情報を獲得することは次世代への研究材料の提供
につながり、意義深い情報となっている。

よりリアルな芸術体験を目指し、作品単体の複製にとどまらず、
オリジナルが設置されていた空間をまるごと再現することに挑
戦している。
バーミヤン展では、作品の3Dによる再現と映像を組み合わ
せることにより、その場にいるような臨場感を味わうことが可能
となった。
「感動を科学する」を理念とし、五感を刺激する展示空間を
目指している。
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アフガニスタン・メス・アイナク遺跡出土遺物の保存と人材育成

1、　はじめに

　アフガニスタンの首都カーブルから南東へ40キロほどの所にいくつもの仏塔や僧院か

らなるメス・アイナク仏教遺跡（写真1）が存在している。メス・アイナク遺跡は3世紀か

ら7世紀にかけて栄えた大規模な仏教都市で、アレクサンドロス大王の遠征とともに伝

播したギリシャ文明の影響も認められる。東西文化交流の姿を証明する上で、きわめ

て重要な遺跡である。遺跡の下には銅の埋蔵量1140万トンと云われる大規模な未開

発銅鉱床が眠っている。遺跡からは銅精錬によって出た銅スラグが大量に発見されて

おり、古代都市を形成した人たちが、産業規模でこの地の銅を採掘し、精錬して富を

得たことを物語っている。

　アフガニスタン政府鉱山省は、銅鉱山の開発が国を潤し、経済的な自立を促してく

れることを期待して、2007年、中国政府の支援の下に中国冶金科工集団公司（MCC）

と30年に及ぶ鉱山開発事業の契約を締結した。中国企業による銅鉱山開発は、周辺

の道路や鉄道と云ったインフラ整備とともに露天掘りによって銅鉱石を採掘する計画に

なっている。

　十数年前から、この地には古代の仏教遺跡が存在することが分かっており、アフガ

ニスタンの文化財の保護に係っている関係者は、最低でも露天掘りによって失われる

遺跡を発掘して記録に残すように運動した。現在、残された少ない時間で遺跡を救お

うと、考古学者達によって発掘作業が進められているが、あまりにも規模が大きく鉱山

東京藝術大学社会連携センター　客員教授　青木繁夫

1 Note:
研究報告
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開発事業開始までに調査を完了することは不可能と判断されている。

　ユネスコは2016年から3年間にわたって、メス・アイナク遺跡の移転を行うことを計

画している。この移転事業の資金は鉱山開発への投資を行っている世界銀行に協力を

要請している。しかし、遺跡を移転するのは、資金、技術の問題もさることながら治安

の悪化もあり困難を極めている。

　発掘調査が進むにつれ、大量の出土品が発掘され、それらを発掘現場で応急処理

して安全な場所に移送して修復することが喫緊の課題になっている。しかし、アフガニ

スタン人の修復専門家は圧倒的に不足しており、さらに治安の問題があって海外の専

門家の立ち入りが難しい地域であることから、アフガニスタン人のスタッフを教育して、

保存修復の専門技術の習得を急ぐ必要がある。

　東京藝術大学社会連携センターでは、2016年から住友財団の助成を受けてメス・

アイナク遺跡出土品の保存修復作業を支援する事業を進めている。

2、アフガニスタンで行われてきた人材育成

　メス・アイナク遺跡出土品の保存修復事業について記述する前に、今までアフガニス

タンで行われてきた文化財の保存修復に関する人材育成事業に触れておくことにする。

　一般的に文化遺産の保存に関する国際協力は、遺跡や博物館での運営管理や研

究、保存環境の整備、修復、法律や行政システムの整備などかなり広範囲な分野に

及んでいる。何れの分野に協力するにしても技術者や専門家などへの技術移転や人材

育成の問題が何らかの形で必ず関係してくることになる。多くの場合、人材育成の対

象者は、博物館や研究所あるいは行政当局に勤務している。平時ならば文化遺産の

保護に関する高等教育を受けた人材をそれぞれの職場において、先輩から後輩に対し

て実際の体験を通した訓練によって能力開発を行う、いわゆるOn the Job Training

（以下OJT）によって職場での職務遂行能力を身に着けることを目的とした訓練が実施

される。OJTは初心者を対象とした基礎的訓練であり、問題を自ら解決する能力を養
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成するまでには至らない。ある程度、仕事が遂行できるようになった人には、次の段階

として知識を体系化し、不測の事態に直面しても問題を自ら解決する能力を習得させる

必要がある。この能力を養成するためにはOJT では取得できない訓練を職場外で、よ

り高度な専門家からOFF-JT訓練を受ける必要が生じてくる。その訓練は実践を通じ

自らが何かを学び取り、自己啓発により能力開発を行い成長する訓練と云える。自己

啓発により問題解決能力が備わるようになり、かつ後輩を訓練できるようになれば人材

育成がある程度成功したことになる。アフガニスタンにおいては文化財修復に関する高

等教育を行う機関はなく、多くの場合、初期のOJT教育は外国からアフガニスタンの

遺跡などに調査に来た発掘調査隊に参加している修復専門家によって行われることに

なる。その中で能力を見出された人達が外国に留学して体系的な教育を受けるのが一

般的な傾向と云える。

　2001年11月北部同盟がカーブルを制圧して長年続いていたアフガニスタン紛争が

一応終息を見た。その後、アフガニスタン政府およびユネスコからの要請を受けてア

フガニスタンにおける文化遺産保存の協力が開始されることになった。2002年9月

20日には、文化庁長官決定で「アフガニスタン等文化財国際協力会議」の設置が決

まり、25日には第1回アフガニスタン等文化財国際協力会議が東京藝術大学平山郁

夫学長（当時）を座長にして開催された。9月27日～10月7日にかけて危機遺産のバー

ミヤーン遺跡に調査団を派遣し、石窟内に残存する壁画を含む遺跡全体の状況調査

を行っている。10月25日～11月1日に文化庁は、アフガニスタン文化財調査団を派

遣する。この調査団は、情報文化省、カーブル国立博物館、ナショナルギャラリー、

国立公文書館、歴史的遺産局、考古学研究所などを訪問して要望の聞き取り調査を

行っている。東京文化財研究所は、文化庁の依頼を受けて2003年1月24日～31

日にかけてカーブル国立博物館で収蔵文化財の保存状況調査を実施している。これら

の調査を踏まえて「アフガニスタン等文化財国際協力会議」では、人材育成に関して

緊急と早期の課題および今後対応を検討すべきものに分けて以下のような方針を打ち

出している。
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1 ） 緊急に対応すべきもの：

  ＊  カーブル国立博物館の収蔵品目録を作成するための写真機材の提供とその取扱

指導

  ＊  バーミヤーン遺跡のマスタープラン作成および壁画の修復・保存に関する統括と

作業

  ＊  壁画の修復・保存のための模写は、東京藝術大学が必要に応じて協力する。

2 ） 早期に対応すべきもの：

  ＊  カーブル国立博物館への写真撮影技術に関する協力については、JICAと東京

藝術大学が共同して写真機材の提供、写真室の再建の支援および撮影技術等

に関する研修を検討する。

  ＊  カーブル国立博物館への保存・修復協力については、JICAと独立行政法人文

化財研究所が共同して保存・修復技術に関する研修の実施を検討する。

  ＊  アフガニスタン人専門家の招聘

  ＊  アフガニスタン文化財の保護・研究に関わる人材養成について、東京藝術大

学は、カーブル大学他から学生9名、教員1名を受け入れ、文化財保存・修

復に関する基礎的知識の研修を行う。

3 ） 今後対応を検討すべきもの：

  ＊  失われたバーミヤーン遺跡やカーブル国立博物館の収蔵品のデジタルアーカイブ

については、独立行政法人文化財研究所が国立情報学研究所および東京藝術

大学と協力を進めつつ検討する。

  ＊  国立公文書館への保存・修復協力については、協力の緊急性を勘案した上で、

現地に置いてマイクロリーダーなど各種映像機器、製本用具等を使用した研究

協力や保存・修復技術に関する研修の実施について検討する。資料の目録作

成および資料整理については、東京外国語大学などの協力を得て対応する。

　この提言に対して、各機関は表1のような対応をしてきた。
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表1　各機関の人材育成
年月 テーマ 内容 主催者 研修場所

2003/1 写真撮影研修
目録作成用PCおよび写真機材の取
扱い

東京文化財研究所 カーブル博物館

2003/11 考古資料の保存修復
土器や塑像などの保存処理に関する
研修

東京文化財研究所 カーブル博物館

2004/1 保存の基礎 保存修復に関する基礎研修 ユネスコ 東京藝術大学

2004/2 写真による記録作成 高精細写真の撮影方法研修 東京藝術大学 カーブル博物館

2004/9
＊建造物保存
＊修復技術
＊考古学調査

建造物調査研修
考古資料の修復研修
発掘調査研修

東京文化財研究所
奈良文化財研究所
東京文化財研究所
奈良文化財研究所

2005/5
＊建造物保存
＊修復技術
＊考古学調査

建造物調査研修
考古資料の修復研修
発掘調査研修

東京文化財研究所
奈良文化財研究所
東京文化財研究所
奈良文化財研究所

2006/6 
及び11

壁画修復 壁画修復作業を通じた研修 東京文化財研究所 バーミヤーン遺跡

2006/10 壁画修復の理論 壁画修復の原則についての研修 東京文化財研究所 バーミヤーン遺跡

2007/6 壁画修復 壁画修復作業を通じた研修 東京文化財研究所 バーミヤーン遺跡

2007/11 仏典の修復 石窟から出土した仏典の修復研修 東京文化財研究所 東京文化財研究所

2008/6 考古学調査 発掘調査研修 東京文化財研究所 奈良文化財研究所

2008/11 仏典の修復 石窟から出土した仏典の修復研修 東京文化財研究所 東京文化財研究所

2009/6 壁画修復研修 壁画修復作業を通じた研修 東京文化財研究所 バーミヤーン遺跡

2009/7 考古学調査 発掘調査研修 東京文化財研究所
奈良文化財研究所
流山市教育委員会

2010/7 壁画修復研修 壁画修復作業を通じた研修 東京文化財研究所 バーミヤーン遺跡

2010/8 考古学調査 発掘調査研修 東京文化財研究所
奈良文化財研究所、 
静岡県埋蔵文化財調査研究所

2012/9 考古学調査 発掘調査研修 東京文化財研究所 キルギス共和国アクベシム遺跡

2013/8 考古学調査 発掘調査研修 東京文化財研究所 キルギス共和国アクベシム遺跡

2013/9 壁画修復研修 壁画修復作業を通じた研修 東京文化財研究所 バーミヤーン遺跡

2014/7
史跡整備と展示に関
する研修

史跡整備の手法と展示に関する研修 東京文化財研究所 キルギス共和国アクベシム遺跡

2016/8 修復基礎研修
メス・アイナク遺跡出土遺物修復の
ため

東京藝術大学 東京藝術大学
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　すでに述べたようにアフガニスタンの考古資料の保存修復技術は、フランスなど海

外から来た発掘調査団に随行してきた修復専門家と一緒に仕事をしながら技術を習得

してきた。しかし、紛争が続き治安が悪化してくると海外からの調査隊も入国できなくな

り、修復専門家のスキルアップの場が失われてしまった。国立博物館に修復部門があ

るが、治安悪化に伴い交流が途絶えて紛争が終了する10数年前には修復部門として

の活動もなく、全く有名無実の状態で、OJT教育を成立させる基盤が失われてしまっ

ていた。人材育成は、まず、国立博物館、情報文化省、歴史的遺産局、考古学研

究所などのスタッフをカーブル国立博物館に集め、塑像や土器などの修復技術の移転

から始められた。その後、バーミヤーン壁画の修復が行われるようになり、2005年に

ユネスコ協会連盟によってバーミヤーンの地に「バーミヤーン教育文化センター」が開設

されると、ここを拠点としてバーミヤーン壁画の修復現場をフィールドとしてマンツーマン

で壁画修復や洞窟から発見された遺物を教材として修復技術の移転が行われた。日

本国内で行われた人材育成も含めて、人材育成が始まって10数年が経過し、おぼろ

げながら壁画の修復に関しては基盤整備ができてきたように感じられ、現時点でメス・

アイナク遺跡出土品の保存に大いに役立っていると思われる。しかし、塑像、石造物、

木材、金属など多岐にわたる出土品を活用できるようにするためには、人材、修復技

術など修復を実施するために欠かせない事柄に関して、基盤整備をしていかなければ

ならない。アフガニスタンでは、世代交代が進行して最近は修復専門家になろうとする

若い人が増えているように感じられるが、その人たちに対する教育体制が十分に整備

されているとは言い難い状況にある。

3、2016年に実施した活動

　2016年度は、以下のテーマについて住友財団の助成金を得て事業を実施した。

1 ） アフガニスタン国立博物館に収蔵されたメス・アイナク遺跡出土品の保存状態調査

  　この調査は、今後メス・アイナク遺跡出土品の保存修復方針を考える基本資料
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を得ることを目的に、出土品の現状と保存上の問題点を把握するために行った。

実施者はイタリア人修復家Fabio Colombo氏（シカゴ大学東洋研究所の一員とし

てアフガ二スタン国立博物館で修復指導を行っている）に依頼した。

  　出土遺物としては、壁画（写真2および3）、塑像（写真4および5）、石造仏、

木彫仏、宝飾品、硬貨、金属製品（写真6）、古文書など多岐にわたっており、

その数も膨大なものが出土している。これらの中で壁画や塑像と云った脆弱な遺

物はカーブルの国立博物館に運ばれて保管されているが、その他の多くのものは

国立博物館に収蔵スペースがなく安心して保管できていない状況にあるとのことで

ある。

  　脆弱なため修復の優先順位が高い壁画や塑像の多くは、発掘現場でアクリル樹

脂やガーゼなどで養生された後、アルミホイルなどで覆い、発泡ウレタンで梱包さ

れ博物館に搬入されている。しかし、ほとんどの遺物は搬送のための応急処理を

施したままの状態で積み上げられており、遺物管理のための目録作成すらも手つ

かずの状態である。2017年度にはこれらの中で優先度が高く、修復後の活用が

できるような遺物を選定して日本で修復を実施することを考えていきたい。

2 ） アフガニスタン国立博物館修復専門家の招聘

  国立博物館の職員を2名招聘（期間：2016年8月1日～8月14日）して研修を実

施した。

 ＊目録作成のための3次元画像

  　イラク国立博物館やアフガニスタン国立博物館では、戦争終了時に略奪被害を

受けている。略奪者は、まず博物館の収蔵品目録を焼却あるいは破却してから略

奪を行っている。そのため略奪された収蔵品の存在を証明するものが失われてし

まい世界中に盗難手配ができなかった苦い経験がある。したがって、メス・アイナ

ク遺跡の出土品についても早急に目録を作成する必要がある。最近では単に写

真で記録するだけでなく、より詳細な3次元情報として画像を記録するようになって

いる。デジタル写真から3次元画像を形成する技術は急速に進歩しており、我々
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でも比較的容易にオルソ画像や3次元画像を作成することが可能になってきている。

当然この技術は修復記録を作成するためにもなくてはならない技術になってきて

いる。3次元画像を得るためのデジタル写真の撮影方法や処理ソフト（photoscan）

の処理方法について千葉市加曾利貝塚博物館学芸員木口裕史学芸員を講師に

研修を行った。

 ＊壁画の修復

  　壁画は、石、漆喰、木板、土壁など様々な下地の上に描かれている。また、

保存状態によって本来の形で現地に残されているもの、切り取られて他の場所に

移動されているものなどがある。後者の壁画で日本に所在する壁画としては、大谷

探検隊将来の壁画がある。これは切り取られた後、ラクダの背に乗せられて長い

旅をして日本に持ち込まれた。壁画は土壁ごと木箱に入れられ周辺に土を充填し

て保存されてきた。その修復の歴史を見ると1970年代に展示を行うために背後に

ある土壁を取り除き、ハニカムボードで裏打する修復が行われた。2000年代初め

には裏側の土壁も壁画を構成する重要な要素であると修復の考え方が変わり、土

壁を残しながら修復するようになった。現在では裏側の土壁を3軸織物などで裏打

して土壁ごと保存することが行われている。この方法はバーミヤーン遺跡で盗掘さ

れ、日本で保護された壁画などの修復に使用されている。

  　この方法は東京藝術大学大学院美術研究科木島隆康教授の下で開発された修

復方法であり、最も新しい修復方法である。この方法について研修してもらうととも

に東京藝術大学大学院美術研究科桐野文良教授によるエックス線写真撮影や材

質分析などの研修を実施した。

 ＊博物館における遺物の保存環境管理

  　日本における博物館の保存環境管理がどのような方法で行われているかを知り

たいとの要望により「埼玉県立歴史と民俗の博物館」の見学を行った。この博物

館は東京近郊で最もよくIPM（総合害虫管理）や温湿度などの環境管理を実施し

ている博物館として知られている。照明管理、温湿度管理、害虫管理の目的と方
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法を実際に使用している測定器具などを見ながら保存担当学芸員から講義と現場

見学を実施した。

4、2016年の総括と今後の活動について

　メス・アイナク遺跡出土遺物の保存は、本来ならば土器やコインなどを含めた出土遺

物全体の保存状態を調査し、その結果を踏まえて修復対象の範囲や優先順位を決め、

修復後の保存管理も含めた修復計画案を作成してそれを基に修復を実施し、最終的

には展示・活用できる状態にまでにすることが重要である。人材育成においては、修

復現場の中で実物に触れながら実践的にOJT教育を受けることが非常に重要である。

2016年度の事業は、メス・アイナク遺跡で出土した遺物、特に脆弱で損傷の激しい

壁画や塑像などの保存状態を把握するための基礎調査をイタリア人修復家Fabio 

Colombo氏に依頼して実施した。また、日本にアフガニスタン国立博物館職員を招聘

して博物館の保存環境や収蔵品目録作成について研修を行った。

　治安の問題などがありアフガニスタンに日本人の専門家を派遣して修復を行うことは

困難であるため、2017年度は、新しい試みとして最も修復の緊急性の高い壁画と塑

像について日本に移送して東京藝術大学大学院美術研究科木島隆康教授の協力をう

けて、修復と人材育成を実施する予定である。アフガニスタンから日本へ遺物を移送

して修復を実施するのは、初めての試みであるため様々な問題が発生する可能性があ

るものの関係者各位の協力を得ながら実現に向けて努力していきたい。

謝辞：保存状態の調査をしていただいたFabio Colombo氏、そしてこの研修の講師と

して協力していただいた千葉市教育委員会生涯学習部文化財課木口裕史氏および埼

玉県立歴史と民俗の博物館岩本克昌氏にひとからならぬお世話になりました。心より感

謝いたします。また、資金面でこの事業を支えていただいた住友財団に心よりお礼申

し上げます。
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3 ）  ナショナルジオグラフィック日本語版「アフガニスタン危機にある仏教遺跡」2015年9月
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写真1　発掘された塑像

写真3　発掘後、応急処理された壁画

写真5　梱包解体後の塑像（写真1と同じ塑像） 写真6　騎馬文様のある銀盤

写真4　 梱包を解体している塑像（写真1と同じ塑像）

写真2　発掘された壁画
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2 Note:
研究報告

「蝋
ろう
管
かん
プロジェクト」  

－蝋管の新たな活用方法を目指して－

研究チーム：宮廻正明 1 薩摩雅登 2 平諭一郎 3 松村智郁子 4 成田七海 5 佐々木遊太 6

1　 東京藝術大学COI拠点 研究リーダー
2　 同学大学美術館 教授
3　 同学COI拠点 特任准教授
4　 同学音楽学部小泉文夫記念資料室 学術研究員、同学大学美術館および同学COI拠点 研究協力者
5　 同学COI拠点 特任助手
6　 同学社会連携センター 特任研究員

はじめに

　本記述は、2017年度に本学COI拠点で取り組んだ「蝋管プロジェクト」に関する

報告である。

　蝋管とは、明治21年（1888）にトーマス・A・エジソンが改良発明した蝋製の録音

媒体であり、東京藝術大学では、明治期に収録した邦楽曲の音源212本を、大学美

術館で保管している。

　本プロジェクトは、その蝋管に対する新たな活用方法の提案を目指し、2018年1月

26日（金）に開催した講演と実演による報告会「蝋管のなかのノイズ（三味線と三線の

音楽）-人間の持つ能力と感受性への挑戦 -」で、新たな活用方法の提案を実施した。

本稿では、①東京藝術大学所蔵の蝋管に関わる全ての事業およびCOI拠点「蝋管プ

ロジェクト」の着想に至った経緯、②同プロジェクト報告会の内容、について述べる。

1.　東京藝術大学所蔵の蝋管に関わる事業

1-1　明治期の蝋管への収録（1908-1913）

　本学所蔵の蝋管は、東京音楽学校（東京藝術大学音楽学部の前身）邦楽調査掛
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 7      白砂昭一「蠟管の再録作業報告書」東京芸術大学音楽学部音楽研究センター, 1988
 8      digital audio tape の略。本学音楽学部の各アーカイヴでは1980年代後半より、アナログ録音の所蔵品をデ

ジタル音声テープ・DAT（ダット）に再録音し“デジタル化”として保管する事業を進めた。
 9      東京芸術大学音楽学部音楽研究センター音響研究室編『東京芸術大学芸術資料館所蔵邦楽調査関係蠟管

の録音内容調査報告書』東京芸術大学音楽学部音楽研究センター, 1989
10　 平成18-20年度日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究（B）課題番号18320029「明治期における音

楽録音資料・蝋管（ろうかん）の 保存体制と公開手法の研究」研究代表者：東京藝術大学大学美術館 薩摩
雅登

11　 針接触方式のデジタル再録音機・archeophone（アーキフォン）の開発者兼録音技師であるHenri Chamoux
（オンリ・シャムー）氏をパリから招聘し、蝋管音源のデータ化を依頼した。

が邦楽曲の調査と保存を目的として、明治41年（1908）2月から大正2年（1913）9月

までの約4年半にわたり収録したものである。収録曲は清元、平曲、長唄、民謡、琉

球歌、幸若、声明など16ジャンルにおよぶ。演目は、各ジャンルの代表曲や希少性

の高い曲を選び、演奏者には、当時第一線で活躍する奏者を選んでいる。これらは、

現在では世界に類のない「邦楽曲に特化した蝋管コレクション」として位置づけられる

大変貴重なものである。

1-2　本学音楽学部の「蝋管プロジェクト7」（1987-1989）

　この事業の目的は、バックアップとしての音源の抽出および収録音源の内容を確認す

ることにあった。当時は、デジタル環境が開発段階の時代のため、音源は、蝋管蓄

音機のフォーンの前に立てた収録用マイクから間接的に抽出した。それらの音源は、

DAT8、カセットテープ、オープンリールテープに保管し、収録曲の詞章については、

該当部分を冊子 9に集約し照合を可能とした。

1-3　本学大学美術館の「蝋管プロジェクト10」（2006-2009）

　2005年当時、本学所蔵の蝋管は、経年変化とカビにより状態が悪く、音楽資料と

しての価値を失いつつあった。そのため、2006年より蝋管プロジェクトを立ち上げ、蝋

管を後世に伝えるために、まず、これまでの保存状況を見直し、洗浄、燻蒸を実施、

蝋管の保存環境を整えた。そして、収録内容の状態を確認するため、専用機材 11を

用いてデジタルデータ（WAV形式）として音源を抽出した。
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1-4　本学COI拠点の「蝋管プロジェクト」（2017-2018）

1-4-1　方向性の検討

　本プロジェクトは、大学美術館のプロジェクト成果である蝋管のデータ音源を用いて、

新たな視点からアプローチすることを目指した。しかしながら、その音源の多くは、ノイ

ズ（雑音）が多く、音楽が聴き取りにくい状態にある。従来ならば、このような音源のノ

イズは取り除き12、音楽を聴き取れる状態に整えてから使用すべきであるが、今回は、

あえてノイズを残し、人間の持つ能力と感受性で、ノイズを受け入れられないか、また、

音楽の聴き取りにくい部分は、人間の声や楽器の演奏を用いて、その部分を補えない

か、という方向性を見出した。そしてそれは、邦楽科を有する本学ならではの新たな

視点からのアプローチに繋がると考えた。

1-4-2　選曲に至る経緯

　デジタルデータ音源（以下、データ音源と記す）の中には、伝承が絶えた音楽も多く

含まれる。そのため、現在演奏が可能な演目であり、極力状態の良いデータ音源であ

ることが望まれた。

　長唄の演目に、上記の条件に該当する演目があり、演奏は、小島直文教授（本学

邦楽科長唄三味線）、味見純准教授（本学邦楽科長唄）に依頼した。さらに、沖縄の

三線音楽にも条件が叶うデータ音源があり、今回の実演の対象とした。演奏は、花城

英樹師範（琉球古典音楽安
あ
冨
ふ
祖
そ
流絃聲会）に依頼した。

1-4-3　蝋管のノイズ

　本学所蔵の蝋管の多くは、その表面の音溝部分に傷が見られる。それは、経年劣

化やカビなどを原因とするものと考えられる。再生時には、その状態の悪い音溝部分

に再生用の“レコード針”13をあてて（通過させて）音を出すため、そのタイミングでノイ

ズが発生する。また、蝋管蓄音機が回転時に発する機械音なども加わり、再生時には

様々なノイズを伴うことになる。しかし、本プロジェクトでは、これこそが蝋管そのものの

12　 音源にノイズ除去作業を施した場合、ノイズと共に必要な音声データを除去する可能性もあり、リスクを伴う作
業となる。

13　 蝋菅蓄音機は、サファイア製の“針”（直径約0.9mmの球状）を使用する。円盤式蓄音機に用いるような鋼鉄
製の“針”は用いない。
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持つ魅力であるという見解に至った。

1-4-4　脆弱な蝋管の再生

　今回、報告会で用いる蝋管は、約100年前の媒体である。経年的な劣化を持ち、

その脆弱さは侮れない。これまでの再生回数や保管年月は、蝋管蓄音機の開発当時

に想定した持久性を超えている可能性も考えられよう。そのため、蝋管の破損を招く恐

れも考慮し、連続再生は控えるなど、再生時に蝋管にかかる負担を慎重に検討した。

そして、蓄音機の構造を熟知している八重樫素久 14（株式会社シェルマン）に、蝋管蓄

音機の動作確認などの事前調整と報告会当日の再生を依頼した。また、蝋管と蓄音

機の保管先の大学美術館からは、同プロジェクト研究チームの薩摩雅登教授に加え、

熊坂久美学芸研究員（本学大学美術館）にも立ち会いを依頼した。

1-4-5　字幕動画の製作

　報告会では、今回の上演曲を初めて聴く参加者も多いことを考慮し、各曲の楽譜を

用いた「字幕ガイド」のような役割を果たせる動画（“カラオケ”に表示される字幕歌詞

の類）を考案した。製作は、コンピューターを用いた多様なメディアでの製作経験を持

つ佐々木遊太特任研究員に依頼した。

2.　COI拠点「蝋管プロジェクト」報告会

　ここでは、2018年1月26日（金）に開催した「蝋管のなかのノイズ（三味線と三線の

音楽）-人間の持つ能力と感受性への挑戦 -」報告会について、当日のプログラム順に

記述する15。

2-1　講演の部

2-1-1　「蝋管とノイズ」宮廻正明研究リーダー

　［概要］本学所蔵の「蝋管」は、“お宝”と呼ぶに相応しいものである。しかし、その

14　 本稿内および「注記13」の蓄音機の“針”に関する実測と表記は、八重樫氏からの教示によるものである。
15　 報告会の司会進行は、平諭一郎特任准教授が勤めた。
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音源には多くのノイズが含まれている。本来ならば、ノイズを捨てた（取り除いた）音の

ソースを使用すべきであるが、 あえて“負の力”（捨てられてしまうもの・ノイズ）を利用す

ることへの挑戦を試みたい。人間の脳は、慣れてくると、見えなかったものが見えるよ

うになり、聴こえなかったものも聴こえるようになる…という。本報告会を通して、それ

らを体感する機会になればと考える。

2-1-2　「大学美術館の蝋管プロジェクトと成果」薩摩雅登教授

　本報告会で使用したデータ音源の抽出に至るプロセスを、蝋管プロジェクト（2006-

2009）の成果より報告した。（本文1-3参照）

2-1-3　講演「すぐわかる！蝋管蓄音機－明治期の日本国内史－」松村智郁子研究協力者

　［概要］明治22年の初来日以来、蝋管蓄音機は爆発的な人気を博したが、明治

37年のSPレコード発売後、表舞台から退く。しかし、録音が可能な媒体のため、そ

の利用は長期に及ぶ。

2-1-4　 講演「東京音楽学校邦楽調査掛が録音した明治の音楽－蝋管蓄音機を用いて－」

松村智郁子研究協力者

　［概要］邦楽調査掛は、邦楽曲の行く末を懸念した。それは、西洋化・近代化を推

し進める国内情勢に倣い、東京音楽学校が西洋音楽の導入に尽力したことにある。

邦楽調査掛は、当時の最新記録メディア・蝋管蓄音機を用いて後継者の稀少な邦楽

曲にも目を向け、収録を進めた。

2-2　演奏の部

2-2-1　琉球歌《散
さん
山
やま
節
ぶし
》蝋管の試聴

　まず、蝋管蓄音機を用いて、金武良仁 16演奏による《散山節》（明治43年収録）を

聴いた。

16　 金
き
武
ん
良
りょうじん
仁（1873－1936）。琉球古典音楽を安

あ
室
むろ
朝
ちょうじ
持に学び、24歳で師範代となる。三線と声楽の一体化

を目指す安冨祖流を受け継ぎ、演奏法の体系化を成し遂げる。大正期以降は、御座楽、路次楽の復興のほ
か、沖縄本島やハワイで子弟の育成に専心。大阪の日本コロムビア社（1930）、東京の日本コロムビア社（1932）
で歌三線を収録。良仁の芸風は、息子の金武良

りょうしょう
章（1908-1993）に受け継がれた。
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　この曲は、ゆっくりとしたテンポのため、現代人にとっては、とても遅く感じる傾向に

ある。また、詞章に琉球の古い言葉を使用しているため、その内容を瞬時に理解する

ことは容易ではないが、ノイズ混じりの再生音から、集中力をもって音楽を聴き取れた

ように見受けた。

2-2-2　琉球歌《散山節》の実演

　花城英樹師範による歌
うた
三
さん
線
しん
の実演を通し、収録曲に対する理解を深めることを目指

した。静かで優しい歌声にしっとりとした三線の音が加わり、金武良仁の演奏に通じる

ものを感じ、蝋管で聴いた当時の演奏が現代に蘇ったような印象を受けた。

2-2-3　琉球歌《散山節》のデータ音源と実演による共演

　ここでは、蝋管の再生時にかかる力の負担を考慮し、データ音源との共演を試みた。

演奏の際、三線譜（詞章付）を用いて製作した“字幕動画”をスクリーンに上演し、進

行する音楽のガイドとした。演奏の冒頭部分に関しては、実演とデータ音源を交互に演

奏し、三線の音の出るタイミングや、歌詞（母音）の伸ばし方など、譜面を追いながら

花城師範の解説も交えた。

2-2-4　長唄《五
ごだいりき
大力》のデータ音源と実演による共演　

　蝋管のデータ音源は、五代目 杵屋勘五郎 17演奏による長唄《五大力》（明治41年

収録）を用いた。本来、長唄の演奏は、三味線と唄を各人で分担するが、明治期の

蝋管への収録では、演奏者の杵屋勘五郎が一人で三味線を弾きながら唄っている。

残念ながら、蝋管のデータ音源からは、三味線の音楽は殆ど聴こえず、唄のみが聴こ

える状況であった。そのため、杵屋勘五郎（データ音源）の唄に小島教授の三味線の

演奏をあわせて弾くことを試みた。これは、本プロジェクトの提案でもある“実演で補う

こと”の実践であり、それにより時空を超えた夢の共演を果たしたといえよう。

　なお、共演にあたり、三味線譜（詞章付）より製作した“字幕動画”をスクリーンに上

17　 五世 杵
きね
屋
や
勘
かんごろう
五郎（1875－1917）。十二代杵屋六左衛門の次男。喜三郎をへて明治35年（1902）、五世

勘五郎を襲名。代表作は「新曲浦島」。十三代六左衛門（実兄）と歌舞伎長唄の育成に尽力した。明治40年
（1907）10月より大正4年（1915）3月まで、東京音楽学校邦楽取調掛 調査委託員。蝋管には“長唄めりや
す物”の七曲を三味線の弾き唱いで収録。蝋管の収録時間に4分迄と制限があり、演奏時間の短い曲を選曲
したと推測する。



48

演し、音楽試聴のためのガイドとした。

2-2-5　長唄《五大力》の実演

　小島教授（三味線）と、味見准教授（唄）による実演を通して、特に次の点に対して

理解が深まった。長唄《五大力》は、“めりやすの曲”とよばれ、節を自由に伸縮でき

ることが特長である。杵屋勘五郎と味見准教授の唄でも、節の伸縮に違いが生じるた

め、三味線を入れるタイミングも異なる。小島教授は、明治期と現代の各唄に併せて

みごとに弾き分け、今回の実演を、各時代の奏法の比較演奏を聴く貴重な機会にした

といえよう。

2-2-6　長唄《五大力》蝋管の視聴

　最後に、蝋管蓄音機による長唄《五大力》の演奏を聴いた。これまで同じ曲の試聴

を繰り返しているため、曲の雰囲気が掴め、ノイズにも慣れてきているなど、受け入れ

る体勢が整った状況で二本目の蝋管を試聴した。そのため、一本目の蝋管の音源を

耳にした時よりも、ノイズ混じりの中から音楽を聴こうとする意欲が増し、ノイズを含めた

明治の音楽を全て受け入れることができたのではと考える。

2-3　展示

　会場後方に展示ブースを設け、本報告会の関連資料を展示した 18。内容は、①明

治期の新聞記事（金武良仁の公演状況を記載）や明治期の広告（三光堂蓄音機店ほ

か）、②高野辰之 19と護得久朝惟 20が収録前に調査した琉球歌の歌詞とその通信に

使用した封筒、③邦楽調査掛が収録音源から採譜した長唄《五大力》の五線譜、で

ある。

2-4　意見交換会（報告会終了後に実施）

　ノイズや蝋管に関する率直な意見交換の場となった。小島教授の述べた、「長唄の

18　 展示に用いた「琉球歌の歌詞」「通信時の封筒」「長唄《五大力》の五線譜」は、本学附属図書館所蔵資料
の複製である。

19　 高野辰之1876-1947,国文学者、作詞家、明治43年（1910）には邦楽調査掛の調査員を勤めた。
20　 護得久朝惟 1868-1923, 衆議院議員、侯爵尚家の家職。
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伝承は口伝のため、時代と共に徐々に変化が加わるものであるが、今回の演奏を通し

て明治時代と現在の奏法の違いを知る貴重な機会になった」という演奏者側の見解か

ら、記録の重要性と、活用することの意義を見出した。また、ノイズに関連しては、宮

廻研究リーダーから、どのようなノイズも排除せず、共存するという選択の提案があり、

人間とノイズの共存の可能性を考える機会にもなった。

おわりに

　ノイズの中でも、蝋管の再生中に繰り返して聴こえる “ガシャンガシャン”という蓄音

機の作動音には、一定の周期があり、常に音楽を遮る状況を作る。しかしながら、音

楽を聴こうとする人間の力・意欲により、意外にも耳はノイズを受け入れ、ノイズを差し

引いて、音楽を受け入れよう・辿り着こうとする意識が強く働くことを実感した。本報告

会の体験から、①人間の感受性を最大限に活用すれば、ノイズは排除の対象になら

ない例もある。②音楽の欠落部分は、再現時に、実際の演奏を加え補うことが可能で

ある。蝋管の音源の新しい活用手法として、この二点を提案できたことが、本プロジェ

クトの成果といえよう。

　明治期、蝋管蓄音機は世界を魅了した。明治33年（1900）のパリ万博では、エッフェ

ル塔内に設置した蓄音機ブースに、連日、試聴希望者がおしかけて、どこよりも賑わっ

ていたという。

　それから、約120年経った現在、蝋管蓄音機は世界中に愛好者が多く、意外にも

入手可能な装置であり、収録に使用可能な新品の蝋管も製造されている。本プロジェ

クトの次の機会には、蝋管の製作および蝋管への収録など、メディアとしての活用も視

野に入れ、取り組みたいと展望する。

（執筆 松村智郁子）
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報告会パンフレット表紙（デザイン 松田勤）

花城英樹師範（琉球古典音楽安冨祖流絃聲会）
実演および蝋管の“字幕動画”付音源データとの共演（撮影 堂端徹）

小島直文教授（本学邦楽科長唄三味線）、味見純准教授（本学邦楽科長唄）
実演および蝋管の“字幕動画”付音源データとの共演（撮影 堂端徹）
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味覚の研究
文：大島今日

　東京藝術大学COI拠点では「共感覚」をテーマとして、異なる五感を組み合わせる

ことで新たな感動の創出を目指している。例えば美術品は目で見るだけよりも、実際に

触れる（視覚＋触覚）と、より深い感動が創出される。本研究では、これまでに探求し

てきた視覚、聴覚、臭覚、触覚に味覚を加える事で食文化の枠を超えた日本の伝統

文化として発展させ、国内、海外にも発信することを目指している。

　2017年秋に東京藝術大学大学美術館で開催された「素心伝心」展では各国（アフ

ガニスタン、タジキスタン、新疆ウイグル自治区、北朝鮮、ミヤンマー、日本）のクロー

ン文化財が制作され、見る、聞く、嗅ぐ、触るという感覚を最大限に活用した展示が

行われた。ここに味覚を組み入れ、オープニングレセプションの会場にてクローン文化

財の祖国の料理を可能な限り忠実に再現することで、シルクロードの印象を五感全て

で来客者へ伝える事ができた。

　世界中の食は、その地域の気候風土に根ざしている。つまりその土地の風景や人々

の風習、そして食べ物の風情や味、香りが密接に結びついている。そして世界中の食

には必ず発酵食が根づいている。人々は発酵と腐敗を見極め、食料を保存し、栄養

価を高め生き延びてきた。発酵食はその国の文化や歴史そのものでもある。来場者は

クローン文化財の作品と共に各国の料理を食し、小旅行をしたような疑似体験を味わ

い、共感覚を通じてより深い印象を残すことができた。

　東京藝術大学には、国内外から多種多様な人々やゲストが来校する。さまざまなイ

ベントやレセプションが行われる中で味覚を取り入れた試みを今後も積極的に取り組ん

で行きたい。

　一方、クローン文化財作品の観覧者には文化としての味覚を伝えられたものの、レ

セプションのみの参加者には伝わりづらかったように感じる。今後はより直感的に伝わ

る方法として映像や音と組み合わせるなどの取り組みを考えて行きたい。
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　人類の生命最大の脅威は「飢餓」であるが、反するに食は生命最大の「喜び」でも

ある。これからも食（味覚）をさまざまな映像や作品との融合で、人の心を豊かにでき

る作品に取り組んで行きたい。

ミヤンマーの海老カレー「バズンヒン」 江戸時代から伝わる伝統和菓子「琥珀糖」

北朝鮮ののりまき「キンパ」 各国の料理

世界最古の麺といわれてるいるウイグル料理「ラグメン」 レセプション会場
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本年のテーマと概要

　平成28年10月18日（火）から10月23日（日）までの6日間、東京丸の内の丸ビル

において、「藝大アーツイン丸の内2016」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。

　10回目を迎えた本イベントでは、「INNOVATION」をテーマに、昨年度よりもさら

に濃い内容となるよう企画を練り上げていった。本年度のテーマカラーは「群青」とし、

本学が放つ色とりどりな革新的芸術、技術、知力を一同に結集させ、丸の内から広く

社会へ発信する、ということを意図としている。

　期間中は天候に恵まれたこともあり、昨年よりも来場者数も増え、総来場者数は6日

間で約3万人を数えた。

　「藝大アーツイン丸の内2016」の大きな見どころとなったのは、初日から20日（木）

まで、3日間限定のプログラムとなった「バベルの塔」巨大プロジェクションと、21日（金）

に開催された「第一回母学会議」であった。

　「バベルの塔」巨大プロジェクションは、「環境のイノベーション」をテーマにし、会場

である丸ビルマルキューブの大きな気積を生かした新しい芸術表現を目指したものであ

る。ロールスクリーンに世界的名画「バベルの塔」をモチーフとした映像を本学COI拠

点が制作し、高さ15m×幅65mという巨大なプロジェクションを実施した。初日は、

藝大アーツイン丸の内 2016
文：田代朋彦

日時：2016年10月18日（火）～10月23日（日）

場所： 丸ビル1Fマルキューブ、Marunouchi Café × WIRED CAFE、3F回廊、 

7F丸ビルホール

総合プロデュース：伊東順二

主催：東京藝術大学／三菱地所株式会社

協賛：武田薬品工業株式会社

助成：藝大フレンズ賛助金

協力： 東京藝術大学COI拠点／スタインウェイ・ジャパン株式会社／ローランド株式会社
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特別イベントとして千住明特任教授指揮による本学学生の生演奏（モンテベルディ作曲：

「倫理的・宗教的な森」よりグローリア）とのコラボレーションを実施し、スケールの大き

な空間における新しい芸術表現の可能性を感じさせるものとなった。観覧エリアは常に

満員となり、アンコールも実施される好評ぶりであった。マルキューブ3階回廊において

はCOI拠点が制作した「バベルの塔」部分拡大画像の展示を行った。

　今年度のもう一つの目玉となった、育児と芸術の関わりを追及する「第一回母学会

議」は、丸ビル7階丸ビルホールで開催した。小泉英明氏による基調講演「脳科学か

ら見た芸術と倫理」をはじめ、伊東順二特任教授らによるパネルディスカッション「母と

子の芸術」を開催した。また、胎児が育っていく様子を視覚・聴覚によって体内にいる

かのように感じられる「胎感芸術」として、伊東教授プロデュースのマザープロジェクト（母

学会議制作チーム）制作の5.1chサラウンド音響作品「おまもりうた」（作曲：林そよか）

を発表した。当日は赤ちゃん連れの親子をはじめ、多数の来場で賑わった。

メイン会場／音楽と美術が一体化した空間

「バベルの塔」部分拡大画像の展示 第一回母学会議リーフレット

「バベルの塔」巨大プロジェクション
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多彩なイベント企画

・オープニングセレモニー

　毎年実施していたオープニングファンファーレを兼ねて、本年は新しい試みとなる「バ

グパイプと金管楽器の行進」を実施した。丸の内仲通りから出発し、メイン会場となる

マルキューブまで演奏しながら練り歩いた。ランチタイムに設定したこともあり、仲通りを

通行中のワーカーや買い物客にサプライズとなる楽しみを提供したほか、本イベントの

告知にもなった。このように、イベントが丸ビルの建物内だけで完結するのではなく、

街へと展開することを意図している。また、オープニングセレモニーでは、本年より学長

に就任した澤和樹学長のオープニングコンサート（ヨハン・シュトラウス2世作曲：美しく

青きドナウ）を実施、セレモニーに優美な華を添えた。

・イノベーショントーク

　国内外で活躍中のアーティスト舘鼻則孝氏をはじめ、箭内道彦准教授や本学の客員

教授である秋元康など、様々なジャンルの最前線となるOBや藝大現役教員をゲストに

迎え、イノベーションをテーマにトークを行った。本年は、よりライブ感のあるトークにす

るために、本学学生を学内公募で募集し、各ゲストに質問する形式で意見を交わした。

①10月18日（火）16:30～18:30　伝統のイノベーション

　舘鼻則孝×三田村有純×伊東順二×現役学生

②10月19日（水）15:30～16:30　デザインのイノベーション

　箭内道彦×千住明×現役学生

バグパイプと金管アンサンブルによるオープニング
ファンファーレ

オープニングセレモニー・三菱地所賞授賞式の様子
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イノベーショントーク③
隈研吾×伊東順二×現役学生

イノベーショントーク⑤
日比野克彦×松下功×松下計×現役学生

③10月20日（木）15:30～16:30　街づくりのイノベーション

　隈研吾×伊東順二×現役学生

④10月20日（木）19:30～20:30　演劇のイノベーション

　平田オリザ×現役学生

⑤10月22日（土）11:00～12:30　スポーツとアートのイノベーション

　日比野克彦×松下功×松下計×現役学生

⑥10月23日（日）16:00～17:00　文化マネジメントのイノベーション

　秋元康×伊東順二×現役学生
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・GEIDAI CLASSIC

　マルキューブ特設ステージにて実施した毎年盛況となる本学学生によるコンサート。

本年はピアノクラスだけでなく、弦楽や管楽による演奏もプログラムに追加し、より多彩

な演奏となったことで、来場者からも好感触を得ることができた。

・GEIDAI カフェ

　毎年恒例となっている、丸ビル1階Marunouchi Café × WIRED CAFEとのコラ

ボレーション企画として、開催期間中限定のオリジナルメニューを提供した。本年度はフ

ランス料理界の巨匠ジョエル・ロブション氏の右腕と

して世界各地で活躍していた「SUGALABO Inc.」

須賀洋介シェフ考案により、宮廻正明教授、千住明

特任教授の、美術・音楽作品からインスピレーション

を受け、テーマカラーでもある“群青”を取り入れた、

見た目にもアートを感じられるメニューを制作した。

GEIDAI CLASSIC⑦ 
サクソフォンカルテットによる演奏

GEIDAI CLASSIC② 
ピアノ角野クラスによる演奏

GEIDAIカフェ オリジナルメニュー
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・三菱地所賞美術展示、リサイタル

　三菱地所賞受賞作品5点をマルキューブ1階に展示した。本年度は、会場デザインに、

映像研究科の作品上映モニターを組み込ませたり、本学卒業生のアート作品を座面や

ステージ背面に配置し、様々なイベント企画の背景となるように扱った。

群青を基調とした会場構成

丸ビル3階回廊におけるGEIDAIスカウティングの展示

　また、10/18（火）はマルキューブにて荒木奏美（オーボエ）による三菱地所賞音楽部

門受賞記念リサイタルを開催した。10/22（土）は、丸ビル7階丸ビルホールにて、藤井

冴（ソプラノ）、遠藤亜希子（ソプラノ）、岸本萌乃加（ヴァイオリン）によるリサイタル、

10/23（日）は、秋元孝介（ピアノ）によるリサイタルを開催した。いずれのリサイタルも、

昨年度の本学卒業生を代表する名演奏家による貴重なリサイタルとなった。

・GEIDAIスカウティング

　藝祭に出品されていた学生作品を、宮廻正明教授と伊東順二特任教授がセレクトを

行い、丸ビル3階回廊にて展示を実施した。展示什器に隈研吾客員教授がデザインし

たポリゴニウムを使用した。
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藝大アーツイン丸の内 2017
文：田代朋彦

日時：2017年10月16日（月）～10月29日（日）

場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内仲通り

総合プロデュース：伊東順二

主催：東京藝術大学／三菱地所株式会社

共催：東京藝術大学COI拠点 文化外交・アートビジネスグループ

助成：藝大フレンズ賛助金

協賛：アップリカ育児研究所

協力：スタインウェイ・ジャパン株式会社／株式会社AGホールディングズ／株式会社アトム

本年のテーマと概要

　平成29年10月16日（月）から10月29日（日）までの14日間、東京丸の内において、

「藝大アーツイン丸の内2017」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。昨年度、10回目を迎えた本イベントは、新たなスタートとして位置づけ、開催

期間・エリアを拡大し、「GEIDAI,LIVE!!」をテーマに、意外性や変化に溢れたライヴ

感ある魅力的なプログラムを企画した。本年度のテーマカラーは三菱のカラーでもある

「金赤」とし、三菱地所と藝大が手がける本イベントが恒例行事として街に根付いていく

ことを願うものである。今年度は昨年度よりも期間が長くなったため来場者数も増え、

総数は約4万7000人を数えたが、期間中に台風の上陸が重なる等、天候不順が続

いたため、同期間比となると約7割の客足となったことは残念であった。しかしながら、

今年から始めたいくつかの試みは、新しい文化発信のコンテンツとして今後に繋がる

有意義な取り組みとなった。

　今年度の新たな試みのひとつが、ライブペインティングである。本学学生3人が、そ

れぞれ3日間ずつかけマルキューブの特設ステージで作品を作り上げた。この取り組み

によって、メイン会場に常に動きのある場をつくることができた。制作過程を見ることの

できるこのパフォーマンスは、来場者にとっても芸術の力を身近に感じられるきっかけに

なったと考える。
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　また、藝大アーツイン丸の内において初のオークションを開催した。若いアーティスト

への支援事業であるほか、芸術の社会基盤化への実験的事業として取り組んだ。三

菱地所賞の作品、GAM賞作品、学内公募作品、またライブペインティング作品を出

品し、合計13点がすべて落札されるという、願ってもない結果となり、非常に盛り上が

るプログラムとなった。

　他にも、今まで藝大で開催していた京都大学との共同プロジェクトであるaiカルチャー

協働研究会をマルキューブにて開催した。他大学との連携企画としてアーツインにおい

ては初の試みであったほか、最先端の工学技術とアートを同時発展的に展開する、他

のプログラムとは視点の異なる企画を組み込んだことによって、本イベントの多層的な

文化プログラムにさらなる厚みを与えることができた。

　例年、テーマカラーをモチーフにしたカフェコラボ企画を開催してきたが、今年度は発

想を転換し、「藝大の学食」が丸の内にやってくるという取り組みを実施した。藝大生

の胃袋「キャッスル食堂」の定番メニューであるしょうが焼きを限定20食で提供し、同

時にキャッスルの歴史や丸の内との歴史的関係などを紹介した。また、音楽イベントに

おいては、例年実施しているクラシックのほか、JAZZを取り入れた他、「ジャワガムラン」

「口笛」「津軽三味線」「尺八」「和太鼓」といった多岐にわたるジャンルに取り組んだ。

　本年は丸ビルから丸の内街区へと、より展開範囲を広げ、新丸ビル、丸の内仲通り

においても作品展示やパフォーマンスを実施した。新丸ビルでは、藝祭を紹介する展示

を実施し、空中に吊られた「法被」と名物の「神輿」の模型、そして有志の学生による

グループ展が3階のアトリウムを彩った。

　恒例行事となってきた「藝大アーツイン丸の内」であるが、まだまだ社会的な認知度

は決して高いとは言えない。今後も革新的なプログラムをより丸の内街区全体へと広げ、

丸の内が文化を育む街として、またアーツインにおいては芸術が社会基盤のひとつであ

るという認識を育むイベントとして、発展を願うものである。



10月16日（月） 10月17日（火）
■ ファンファーレ

バグパイプ：十亀正司
トランペット：伊藤由理枝、金子美保
ホルン：坂本英太郎
トロンボーン：三原成美
チューバ：池田侑太
打楽器：石川大樹 

■ オープニングセレモニー
①開会宣言
②学長コンサート 澤 和樹
③オープニングトーク　
   澤 和樹 学長 × 
  吉田淳一 三菱地所株式会社 代表執行役 執行役社長
④三菱地所賞授与式

■ 三菱地所賞  
「美術×音楽ディスカッション」
深井 隆×松下 功×受賞者

■ SENJU LAB
千住 明＋藝大生

■ GEIDAI JAZZ NIGHT ①
『MANTO VIVO』 
Alto Saxophone：山本航司
Tenor Saxophone：KENTA、宮越アツシ
Baritone Saxophone：山本直哉
Trumpet：藏持智明、森田小百合、星野朱音
Trombone：伊藤大智、松ヶ野土筆、泉谷公洋
Drums：山崎大輝
Guitar：津本幸司
Piano：和久井沙良
Bass：米光 椋

■美しく賢い日本の踊り
日本舞踊：宇津木安来 

■ サクソフォン五重奏
宮越悠貴、スティーブ・チェイ
宮越アツシ、山本直哉、田中奏一朗

■ GEIDAI LIVE TALK ①  
テーマ：「東京を変える」
隈研吾 × 伊東順二

■ 三菱地所賞 受賞記念リサイタル①
城戸かれん （ヴァイオリン）
ピアノ伴奏：白瀬 元
ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第 8 番
サン = サーンス： 序奏とロンドカプリッチオーソ
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第 3 番 ほか

■ GEIDAI JAZZ NIGHT ②
『MANTO VIVO Funky Quintet 』
Saxophone：宮越悠貴
Drums：佐野幹仁
Guitar：津本幸司
Piano & Keyboard：松本佳子
Bass：米光 椋ファンファーレとオープニングセレモニーの様子

MANTO VIVO Funky Quintetの演奏

伊東順二、隈研吾

美しく賢い日本の踊り
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10月18日（水） 10月19日（木）

藝 大 ア ー ツ イ ン 丸 の 内 2 0 1 73

■ GEIDAI CLASSIC ① 渡邊健二クラス
尾形祐香
ドビュッシー：「前奏曲集第 2 集」より、オンディーヌ、花火　
山口香菜子
シューマン：アラベスク Op.18
鈴木真琴
スクリャービン：前奏曲と夜想曲 Op.9
早坂忠明
バルトーク：２つのルーマニア舞曲第1番、
ルーマニア民族舞曲　
石坂 奏
ショパン：バラード４番 Op.52
北村明子
メンデルスゾーン／リスト：歌の翼に、
シューマン／リスト：献呈 

■ 野外パフォーマンス  サクソフォン五重奏
丸の内仲通り（丸の内二丁目ビル前）

宮越悠貴、スティーブ・チェイ
宮越アツシ、KENTA、田中奏一朗

■ GEIDAI LIVE TALK ②  
テーマ：「感動の力」
猪子寿之 × 伊東順二

■ 丸の内 
    アートウォッチングツアー

■ 三菱地所賞 
受賞記念リサイタル②

中江早希 （ソプラノ）
ピアノ伴奏：千葉かほる
A. ツェムリンスキー：
トスカーナ地方の民謡によるワルツ・ソングス Op.6
A. シェーンベルク：
6 つのオーケストラによる歌曲 Op.8 より

田中俊太郎 （バリトン）
ピアノ伴奏：鈴木真理子
F. ワインガルトナー ：《日本の歌》
Op.45（ドイツ語訳詩 ポール・エンダーリンク）
松平頼則： 《古今集》（フランス語訳詩 ジョルジュ・ボノー）

■ GEIDAI JAZZ NIGHT ③
『MANTO VIVO ＆澤和樹』  
Alto Saxophone：宮越悠貴、山本航司
Tenor Saxophone：KENTA、宮越アツシ
Baritone Saxophone：山本直哉
Trumpet：藏持智明、森田小百合、星野朱音
Trombone：伊藤大智、松ヶ野土筆、泉谷公洋
Drums：山崎大輝
Guitar：津本幸司
Piano & Keyboard：松本佳子
Bass：米光 椋
Special guest　
Viol in：澤 和樹（東京藝術大学学長）

■ ジャワガムラン演奏
大島空代、加藤夢生、岸美咲、今泉佳奈、後藤弓寿、
山岡秀和、小島冴月、横井春香、飛山哲朗、山本佳穂、
さとうじゅんこ、植村幸生
ウィルジュン：Ldr.Wilujeng sl .  mnyr.
パンクール：Ldr. Pangkur pl .  br .  ほか 

■ サクソフォン五重奏
宮越悠貴、スティーブ・チェイ
宮越アツシ、KENTA、田中奏一朗

■ GEIDAI LIVE TALK ③  
テーマ：「デザインの力」
箭内道彦 × 藝大生

■ 三菱地所賞 受賞記念リサイタル ③

リード希亜奈 （ピアノ）
ベートーヴェン：ピアノソナタ第26番 変ホ長調 Op.81a
ショパン：４つのマズルカ Op.17 ほか

■ GEIDAI JAZZ NIGHT ④
『MANTO VIVO Funky Quintet』 
Saxophone：宮越悠貴
Drums：佐野幹仁
Guitar：津本幸司
Piano & Keyboard：松本佳子
Bass：米光 椋伊東順二、猪子寿之

藝大生（左３人）、箭内道彦

ジャワガムラン演奏

野外パフォーマンス
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10月20日（金） 10月21日（土）

■ 独奏チェロコンサート
波多野太郎
ポッパー：チェロ演奏の高等課程への練習曲 
第 9番 変ホ長調、第10 番 ハ短調　
山本 大　
ピアッティ： 12 のカプリース 作品 25 より ６番、12番
安保有乃　 
J.S. バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007　

チェロアンサンブル　
J. ハイドン：101 番 バリトン トリオ ハ長調 

■ GEIDAI LIVE TALK ④  
テーマ：「食の力」
宮廻正明 × 大島今日 × 伊東順二

■ 三菱地所賞 受賞記念リサイタル ④

八木瑛子 （フルート）
ピアノ伴奏：大伏啓太
カール・ライネッケ：ピアノとフルートのためのソナタ

「ウンディーネ」 ほか

■ 丸の内ワーカーによる「金曜日のピアニスト」
渡邊健二 教授による講評と演奏

■ 第２回 母学会議Ⅰ「夢の保育園」
①主旨：伊東順二
②アートパフォーマンス
　 住谷美帆（サクソフォン）

③母学トーク
  仁志田博司
　「赤ちゃんの心と出会う 
　 – 新生児科医が伝える“あたたかい心”の育て方」
　 葛西康仁
　「『母学』小林登が母に伝えたいこと」
　 新井晴み
　「『ピーターラビット』絵本の朗読」

④シナリオ朗読「エリカ」
　 新井晴み

⑤アートナーサリーワークショップ
　 Freyja Dean

■ GEIDAI LIVE MUSIC  口笛演奏会
口笛：青柳呂武
ピアノ：追川礼章
モンティ：チャルダッシュ
高田和泉：さんぽ日和
青柳呂武：過ぎてゆくもの ほか

チェロコンサートの様子

宮廻正明、大島今日、伊東順二

口笛演奏会

第2回母学会議の様子

金曜日のピアニスト
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10月22日（日） 10月23日（月）
■ GEIDAI CLASSIC ③ 坂井千春クラス

田村果林
リスト : 愛の夢第 3 番、
クライスラー／ラフマニノフ : 愛の悲しみ
シューマン／リスト : 献呈
小山奏司
ショパン : 3 つのマズルカ Op.50 
白河俊平
バッハ : フランス風序曲より
 「序曲」、「ガヴォット」、「サラバンド」、「エコー」
村上仁紀
リスト : グノーのオペラ「ファウスト」より ワルツ

■ LIVE PERFORMANCE
　 東京藝大 OB・OG によるミニライブ

きゃめる（アイリッシュ・ガールズバンド）
酒井絵美：フィドル、高梨菖子：ホイッスル
成田有佳里：バウロン、岡皆実：ブズーキ

■ ポップジャパン
津軽三味線：川嶋志乃舞

■ GEIDAI LIVE TALK ⑤  
テーマ：「音の力」
新井鷗子× 飯田有抄

■ 三菱地所賞 受賞記念リサイタル ⑤

藤川大晃 （作曲）
演奏：
照沼夢輝（クラリネット／バスクラリネット）
松岡百合音（ヴィオラ）、渡辺智美（ソプラノ）
濵野杜輝（バリトン）、柴垣健一（ピアノ）
久田勘吉郎（シテ）、藤川大晃（地謡）
クラリネットのための  ゆら、
クラリネットとヴィオラのための  ゆらゆら（初演）、
女声とバスクラリネットのための  芦のかりね  ほか

GEIDAI CLASSIC ポップジャパン

新井鷗子、飯田有抄

■ GEIDAI CLASSIC ② 津田裕也・田代慎之介クラス
津田クラス
木戸海友　 
モーツァルト：ピアノソナタ　第 14 番 ハ短調 k.457 　

田代クラス
京増修史　 
ショパン：マズルカ 変イ長調 op.59-2
ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 op.60
反保沙希　 
シマノフスキ：4 つの練習曲 op.4-1, 3, 4
黒崎拓海　 
リスト：超絶技巧練習曲より第 4 番「マゼッパ」、第 10 番

■ 第２回 母学会議ⅠⅠ「夢の保育園」
①アートナーサリーワークショップ
　 Freyja Dean

②オープニングミュージック
　青柳呂武（口笛）

③主旨：伊東順二
④アートパフォーマンス
　瀧北榮山（尺八）

⑤パネルディスカッション
　テーマ：「夢の保育園」
　伊東順二、大戸美也子、小泉英明、
　宮廻正明、新井晴み

⑥アートパフォーマンス
　日山 豪（サウンドクリエーター）

⑦母学トーク
  小泉英明
　「アインシュタインの逆オメガ–脳の進化から教育を考える」
   大戸美也子
   「日本の幼児教育と保育について」
   新井晴み
   「『ピーターラビット』絵本の朗読」
   宮廻正明
   「お腹の中のノイズ」

⑧ Senju Lab Kids ワークショップ

■ 丸の内アートウォッチングツアー

■ 街中和太鼓
尺八：瀧北榮山
和太鼓：岩切響一
津軽三味線：山下靖喬

■ 第２回 ai カルチャー協働研究会

藝 大 ア ー ツ イ ン 丸 の 内 2 0 1 73
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10月24日（火） 10月25日（水）

10月16日（月）▶10月29日（日）

■ GEIDAI CLASSIC ④ 角野 裕クラス
安野美咲、飯塚健之介、草間紀和、葛原寛、高橋莉央、
沼田昭一郎、黒田陽香、齋藤里菜、川上夢呼、
坂本麻衣、都筑小百合、三好朝香、梅川侑里恵、
千釜有美子、冨田楓、畑めぐみ、平尾柚衣
ベートーヴェン：交響曲 第３番 「英雄」変ホ長調 Op. 55

（フーゴ・ウルリヒによるピアノ連弾版）
ドヴォルジャーク：交響曲 第９番「新世界より」ホ短調 Op. 95
（作曲者自身によるピアノ連弾版） 

■ LIVE PERFORMANCE
　 東京藝大 OB・OG によるミニライブ

エロイカ・トリオ（木管三重奏）
斎藤光晴：フルート、大成雅志：クラリネット、
井上直哉：ファゴット

■ GEIDAI LIVE TALK ⑥  
テーマ：「建築を変える」
石上純也 × 伊東順二

■ 尺八アンサンブル  
「竹林への誘い」
出演：佐田奏生、瀧北一輝、青木滉一郎、長谷川将也、
津上 裕、風間禅寿、中島 麗、吉越栄貴

■ LIVE PERFORMANCE
　 東京藝大 OB・OG によるミニライブ

作田聖美：サクソフォン　前田涼子：キーボード

■ GEIDAI LIVE TALK ⑦  
テーマ：「北陸の力」
秋元雄史 × 中村卓夫 × 伊東順二

■ 藝大オークション presented by AG ホールディングズ  
柴山哲治、山下有佳子、宮廻正明 、伊東順二

■ 映像研究科作品上映
   丸ビル５階 ウッドデッキスペース

ライブをテーマにセレクトした、個性あふれる映像作品を上映。

■ ライブペインティング
     丸ビル１階 マルキューブ

藝大現役学生によるライブペインティングパフォーマンス。
好川翔太郎／佐藤果林／長谷川彰宏

■「三菱地所賞 美術部門」 受賞記念作品展示
     丸ビル１階 マルキューブ、丸ビル３階 回廊

河野紘幸「増殖する憎悪」
佐藤風太「山は流れて」
鈴木弦人「ALTAR」
内藤京平「生き地獄」
森 茉衣子「街」
山内 奏「1/f のゆらぎ」

伊東順二、中村卓夫、秋元雄史 柴山哲治

伊東順二、石上純也

■ 「GEIDAI カフェ by キャッスル食堂」
   丸ビル 1 階　Maunouchi Ｃａｆé × WIRED CAFE

藝 大 生 の 胃 袋「キャッスル 食
堂」の定番メニュー「しょうが焼
き」を Marunouchi カフェで限
定提供。キャッスルの歴史やメ
ニューの裏 話、 丸の内との関
係などを紹介。

■ 学生自主企画
   新丸ビル３階 アトリウム

学 内 公 募より選 出した学 生の
斬 新な提 案を、クラウドファン
ディング（Ready for）を利用
して学生たちが自分たちの力で
実現するチャレンジ企画。

■ 藝祭展
   新丸ビル３階 アトリウム

2017年の９月に藝祭で制作されたオリジ
ナルの法 被と巨 大 御 輿の模 型の展 示を
行った。  

■ GEIDAI スカウティング
     丸ビル３階　回廊

藝祭の展示からジャンルを超え
て選ぶ、現役藝大生による優
秀作品展。

藝 大 ア ー ツ イ ン 丸 の 内 2 0 1 73
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ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2016  
丸の内エリアコンサート
文：林そよか

日時：2016年5月3日（火）～5月5日（木）

場所：丸ビル1Fマルキューブ

主催：三菱地所株式会社

協力： 東京国際フォーラム、東京藝術大学音楽学部、東京藝術大学社会連携センター、 

全日本ピアノ指導者協会、日墺文化協会、河合楽器製作所、スタインウェイ・ジャパン

株式会社、ローランド株式会社

概要

　2016年5月3日（火）から5月5日（木）まで丸の内エリア各所で開催された「ラ・フォ

ル・ジュルネ・オ・ジャポン 2016 丸の内エリアコンサート」。今年はそのメイン会場で

ある丸ビル1階マルキューブでのコンサート全97公演中、3日間、東京藝術大学担当

によるコンサートが全14公演開催された。

　今年で12 回目を迎えたラ・フォル・ジュルネのテーマである「la nature ナチュール – 

自然と音楽」に合わせ、ピアノ科をはじめ弦楽科、管打楽器科の総勢50名以上の学生・

卒業生が出演する豪華なプログラムが連日開催された。

　また、コンサート期間初日の3日には、東京藝術大学の卒業生であり現在東京藝術

大学特任教授の千住明によるオープニングコンサートも開催された。

　昨年に引き続き、今回も丸の内エリアコンサートのメイン会場であるマルキューブで、

しかも連休の中でも最も来場者が見込まれる公演となり、本学の教育・研究の成果を

学外に向けて広く発信する絶好の機会となった。

5月3日（火） 初日

　初日10:30 からは、オープニングコンサートとして千住明「カレンダー組曲」と題した

コンサートが開催された。「流星ワゴン」「風林火山」「カレンダー組曲」等、千住明の

代表作の数々を「千住明アンサンブル」が演奏を行った。千住本人による指揮と代表
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作が演奏されるとあって多くの来場者が詰めかけ、満員となる盛況ぶりであった。丸の

内エリアコンサートのオープニングに相応しい、豪華なステージとなった（写真1）。

　続いて13:00 からはピアノ科渡邊健二クラスによるコンサートが開催された。リストの

「エステ荘の噴水《巡礼の年 第3年》」やラヴェルの「水の戯れ」など、今回のテーマに

合ったプログラムが印象的であった。14:30 からはピアノ科伊藤恵クラスによる演奏で、

ショパン「ノクターン第2番 変ホ長調 op.9-2」、シューマン（リスト編）の「献呈」など優

美な楽曲が続いた（写真2）。

　16:00 からは弦楽科によるヴァイオリンとピアノのアンサンブルでラヴェルの「ツィガー

ヌ」やサラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」等の情熱的なプログラムと演奏によるステー

ジとなった（写真3）。

　17:30からは金管十重奏によるガブリエリの「4声のカンツォン第2番」が演奏され、

迫力のあるサウンドとなった。 

写真1

写真3

写真2
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5月4日（水） 2日目

　2日目11:00からは、ピアノ科江口玲クラスのコンサートで華やかな連弾によるスメタ

ナの「モルダウ」、ドビュッシーの「花火《前奏曲集 第2巻》」等が披露された。12:30

からは坂井千春クラスによる ラフマニノフの「音の絵」をはじめとするプログラムが演奏

された。この日も朝から天候に恵まれ、 ゴールデンウィークの丸ビルにはたくさんの人が

訪れた。午前中のプログラムから客席は満席となり、また2、3階にも多くの観客が立

ち見となった（写真4）。 

　14:00からは弦楽科からヴァイオリンとピアノのアンサンブルによるモーツァルトの「ア

ダージョホ長調 K.261」等のプログラムから始まり、15:30 からはフルート八重奏による

ヴィヴァルディの「四季より『春』」、17:00からは弦楽科からチェロとコントラバスによるボッ

ケリーニの「チェロと通奏低音のためのソナタ G.15」ハルヴォルセンの「パッサカリア」

など、様々な楽器による多様なプログラムで客席は大いに盛り上がった。マルキューブ3

階の回廊にまで立見の聴衆が並び、会場は熱気に包まれた（写真5, 6）。 

写真4

写真6 写真5
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5月5日（木） 最終日

　最終日は、三日間で一番多い24名の奏者が藝大コンサート枠に出演した（写真7）。 

　まず11:00からはピアノ科有森博クラスがチャイコフスキー「くるみ割り人形」より「花の

ワルツ」、「眠れる森の美女」より「ワルツ」を、12:30 からの東誠三クラスはドヴォルザー

クの組曲「ボヘミアの森より」をそれぞれピアノ連弾で演奏し、重厚なアンサンブルの響

きが印象的であった。

　14:00からは弦楽科よりヴァイオリン独奏でパガニーニの「24の奇想曲 op.1 より第 

11番」を、またヴァイオリンとピアノのアンサンブルでブラームスの「ヴァイオリンソナタ第2

番第1楽章」を演奏するなど意欲的なプログラムとなった。15:30からはサクソフォン四

重奏によるバッハ「G線上のアリア」や、ビゼーの「カルメン幻想曲」等の名曲を始めと

するプログラムをサクソフォンの音色でまた新たな魅力となって観客を魅了した（写真8）。

　17:00からは藝大の最終ステージで木管八重奏によってオペラ「魔笛」の楽曲を演奏

し、温かく重厚な音色が会場に響いた（写真9）。

写真7

写真9

写真8
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　本事業は、三菱地所プロパティマネジメント株式会社からの委託により、東京藝術大

学社会連携センターおよび音楽学部器楽科が協力して行ったものである。 

　昨年はピアノ科のみによる出演であったが、今年は更に弦楽科、管打楽器科も出演

し、様々な楽器のアンサンブルによるコンサートの開催となった。 聴き馴染みのある名

曲も多数演奏され、多様なプログラムで会場が大いに盛り上がり、三日間共に立ち見

が出る程の盛況ぶりとなった。三菱地所プロパティマネジメント式会社の皆様のご尽力

のおかげで、大きな混乱もなく、連日大盛況のうちに会期を終えることができた。
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ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2017  
丸の内エリアコンサート
文：荒巻菜生子

日時：2017年5月4日（木）～5月6日（土）

場所：丸ビル1Fマルキューブ

主催：三菱地所株式会社

協力： 東京国際フォーラム、東京藝術大学社会連携センター、東京藝術大学音楽学部、 

全日本ピアノ指導者協会、日墺文化協会、河合楽器製作所、スタインウェイ・ジャパン

株式会社

概要

　2017年5月4日（木）から5月6日（土）まで、丸の内エリア各所で開催された「ラ・フォ

ル・ジュルネ・オ・ジャポン 2017 丸の内エリアコンサート」。メイン会場である丸ビル

1階マルキューブでは、3日間、東京藝術大学によるコンサートが全15公演開催された。 

　2017年のラ・フォル・ジュルネのテーマは「ラ・ダンス 舞曲の祭典」。ピアノ専攻を

はじめ弦楽専攻、管打楽器専攻、声楽科の総勢70名弱の学生・卒業生が出演する

豪華なプログラムが連日開催された。 

　今年も丸の内エリアコンサートのメイン会場であるマルキューブで、しかも連休の中で

も最も来場者が見込まれる公演となり、本学の教育・研究の成果を学外に向けて広く

発信する絶好の機会となった。

5月4日（木） 初日

　初日11:15 からは、オープニングコンサートとして千住明with東京ニューシティ管弦

楽団スペシャルコンサートを開催。千住本人による指揮と代表作が演奏されるとあって

多くの来場者が詰めかけ、満員となる盛況ぶりであった。合わせて、宮廻正明教授と

伊東順二特任教授による開会の挨拶が行われた。丸の内エリアコンサートのオープニ

ングに相応しい、華 し々いステージとなった。昼を挟んで、13:00から東京藝術大学に

よるコンサートが幕を明け、ピアノ専攻青柳クラスによる演奏が行われた。ロシアの踊り
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から始まり、様々な国の舞曲を演奏。最後は馬の疾走する様子を表す「大ギャロップ」

を4名全員で並んでピアノ演奏した。14:00からはサックスカルテットの演奏で、バーレ

スクやワルツ、リズミカルな民族風音楽などサクソフォンの華やかな音色に相応しい舞曲

プログラムを披露した。15:00からはピアノとヴァイオリンのデュオ演奏。舞曲形式の壮大

なバッハの「シャコンヌ」や、今回のラ・フォル・ジュルネにぴったりな「チャールダッシュ」、

その他、馴染み深い日本の歌曲を数曲演奏した。16:00からは、ピアノとチェロによるデュ

オで、2つの舞曲「パヴァーヌ」と「ポロネーズ」を演奏した。この日の最終回となった

17:30からは、クラリネットカルテットによる演奏で、LFJ2017テーマに因んで、クラリネッ

トカルテットの名曲「スリーラテンダンス」を中心に様々なジャンルの曲を演奏した。

5月5日（金） 2日目

　2日目11:00からは、ピアノ専攻有森クラスのコンサートで始まった。新緑の季節にふ

さわしいショパンのワルツ第 1～8番を、じゃんけんで順番を決め演奏するというユニー

クな形で紹介した。この日も朝から天候に恵まれ、 ゴールデンウィークの丸ビルにはたく

さんの人が訪れた。午前中のプログラムから客席は満席となり、また2、3階にも多く

の観客が立ち見となった。12:30からはピアノ専攻東クラスの演奏で、ピアソラによる「タ

ンゴの歴史」を演奏、スペインとフランスの異なる音楽を演目として紹介した。 14:00

からは声楽科から、「踊り」に関する歌を中心に、歌曲や重唱、オペラアリアなど、様々

な曲を演奏から始まり、15:30 からはピアノ専攻伊藤クラスによる2曲とも作曲家自身の

編曲により、ピアノ版と管弦楽版が作られたという、ラヴェルのワルツをテーマとした演目

を紹介した。最終回となった17:00 からは3拍子の曲が多いのが特徴の、「踊り」がテー

マの歌曲や重唱、またオペレッタのワルツ等を演奏した。曲に合わせた演技で、曲の

特徴や流れをわかりやすく表現した。 

5月6日（土） 最終日

　最終日の11:00からは、弦楽6重奏による演奏から始まり、様々な種類の舞曲が出

てくるチャイコスキー作曲「フィレンツェの思い出」、ピアソラ作曲「リベルタンゴ」を演奏

し、熱のこもった迫力のある演奏を行った。12:30からのピアノ専攻江口クラスは6つ



74

の国をめぐる旅への招待と称し、アメリカ・フランス・日本・ロシア・アルゼンチンの色と

りどりの舞曲を披露した。14:00からは弦楽専攻よりモーツァルトの優美で明るい音楽と、

スメタナの青春時代を彷彿とさせるチェコの民族舞踊ポルカを取り入れたプログラムを

紹介した。15:30からピアノ専攻迫クラスはショパンの「英雄ポロネーズ」や、J.シュトラ

ウスの歌劇「こうもり」より、誰もが耳にしたことのあるワルツのピアノ編曲作品を中心に

演奏した。最終日の最終回となった17:00からの演奏では、6楽章、全て踊りの為に

作曲された曲で当初弦楽器と笛、太鼓のみの編成で演奏されていたSUSATO 

SUITEを現代風に金管アンサンブル用として編曲されたものを演奏した。 

　本事業は、三菱地所プロパティマネジメント株式会社からの委託により、東京藝術大

学社会連携センターおよび音楽学部が協力して行ったものである。 

　本年もピアノ専攻だけでなく、声楽科、弦楽専攻、管打楽器専攻も出演し、様々な

楽器のアンサンブルによるコンサートの開催となった。聴き馴染みのある名曲も多数演

奏され、多様なプログラムで会場が大いに盛り上がり、三日間共に立ち見が出る程の

盛況ぶりとなった。三菱地所プロパティマネジメント株式会社の皆様のご尽力のおかげ

で、大きな混乱もなく、連日大盛況のうちに会期を終えることができた。

千住明によるオープニングコンサート ピアノ専攻青柳クラスの演奏
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サクソフォンカルテットの演奏

ピアノとヴァイオリンのデュオ

会場いっぱいの観客

ルミエ サクソフォン カルテットのメンバー

ピアノとチェロのデュオ

クラリネットカルテットの演奏
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GEIDAI UNDERGROUND 2016 
文：田代朋彦

日時：2016年6月24日（金）～8月19日（金）

会場：メトロ銀座ギャラリー『Glass Box Metro Ginza』

構成：伊東順二

主催：メトロ文化財団

企画監修：東京藝術大学社会連携センター

什器デザイン：隈研吾 / 三協立山株式会社

概要

　平成28年6月24日（金）から8月19日（金）までの約2ヶ月間、メトロ銀座ギャラリー

において、「GEIDAI UNDERGROUND 2016」がメトロ文化財団の主催で開催さ

れた。社会連携センターは、企画監修として参加した。

　前年度までは、Echika池袋の小さなショーケースでの展示であったが、本年度より

銀座の地下自由通路に新たなギャラリーが完成し会場が変わったことで、展示内容及

び選考方法が大幅に変化した。

　まず、選考においては、前年度までは工芸科のみからの選考であったが、本年度よ

り平成27年度の美術学部・大学院美術研究科の卒業・修了作品の中から、幅広く

選考した。選考にあたっては、宮廻正明社会連携センター・センター長と伊東順二社

会連携センター・副センター長が卒業・修了作品展を巡回した。本企画の選考基準は、

高い技術もさる事ながらそれぞれの分野の中でいかに革新的な表現を試みているか、

また時代に対して高いコミュニケーション能力を備えているか、という2点である。

　こうして、10名の作品が選ばれ、2週間ごとの会期で4期に分け、展示を計画・実

施した。
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展示風景

＊1期：6/24 - 7/7

成田 史佳（大学院美術研究科修士課程 工芸専攻陶芸研究分野）

多田 恋一朗（美術学部絵画科 油画専攻）

中島 淳志（美術学部絵画科 日本画専攻）

＊2期：7/7 – 7/21

平戸 亜海（美術学部工芸科）

藤元 美彩子（美術学部工芸科）

山岡 瑠菜（美術学部工芸科）

多田恋一朗

藤元美彩子

中島淳志

山岡瑠菜

成田史佳

平戸亜海

1期展示全景

2期展示全景
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＊3期：7/21 – 8/4

田原 奈緒（美術学部工芸科）

藤田 クレア（美術学部先端芸術表現科）

＊4期：8/4 – 8/19

佐川 翠里（美術学部デザイン科）

西山 恭（美術学部デザイン科）

田原奈緒藤田クレア

佐川翠里佐川翠里西山恭

田原奈緒
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展示構成について

　会場は、完成したばかりのメトロ銀座ギャラリーであったが、美術展示環境としては

多くの問題を孕んでいた。まず、地下自由通路内という公共環境における展示環境で

あることから、作品の搬入計画・設営においては緻密な計画が求められた。また、照

明環境においては、周辺の空間に埋没しがちであったため、道行く人は通り過ぎるば

かりの展示空間となっていた。

　そこで、伊東順二副センター長プロデュースによる社会連携センターが担った会場構

成のポイントとしては、いかに周辺環境に埋没せず、優秀な学生達の先鋭的な作品を

浮かび上がらせるか、ということであった。そのために、まずアッパーライトを設計・製

作し、ケース内の全体的な光量を上げ、地下の暗い場所にありながら、ギャラリー自体

が輝きを放つような展示とした。

　また、大きいケースには隈研吾客員教授設計のポリゴニウムを使用し、作品の背景

及び展示什器として扱うこととした。アルミニウムでできたポリゴニウムは光量をさらに際

立たせることにもつながった。

　こうして、展示としては不向きな地下環境という場所にありながら、多くの人の目に留

まるような展示が完成した。本企画のタイトルを「GEIDAI UNDERGROUND」と

名付けているが、そのネーミングとは裏腹に学生達の作品は、地下からの息吹を感じ

させ、地上に羽ばたいていくかのようであった。
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GEIDAI UNDERGROUND 2017
文：田代朋彦

日時：2017年4月18日（火）～7月26日（水）

会場：メトロ銀座ギャラリー『Glass Box Metro Ginza』

構成：伊東順二

主催：メトロ文化財団

企画監修：東京藝術大学社会連携センター

概要

　平成29年4月18日（火）から7月26日（水）までの約3ヶ月間、メトロ銀座ギャラリー

において、「GEIDAI UNDERGROUND 2017」がメトロ文化財団の主催で開催さ

れた。会場は前年度と同様、メトロ銀座ギャラリーにて展示を実施した。

　選考にあたっては、こちらも前年度同様、宮廻正明社会連携センター・センター長

と伊東順二社会連携センター・副センター長が卒業・修了作品展を巡回し、平成27

年度の美術学部・大学院美術研究科の卒業・修了作品の中から、幅広く選考した。

本企画の選考基準は、高い技術もさる事ながらそれぞれの分野の中でいかに革新的

な表現を試みているか、また時代に対して高いコミュニケーション能力を備えているか、

という2点である。

　こうして、平成28年度においては、以下の10名の作品が選ばれ、3週間ごとの会

期で4期に分け、展示を実施した。1会期を3週間と、前年度より1週間長く設定し、

より多くの人の目に触れられるようにした。
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展示風景

＊1期：4/18 – 5/11

小林 恵実子（大学院美術研究科修士課程 工芸専攻 鍛金研究分野）

中村 早希（美術学部工芸科 漆芸専攻）

森 友紀恵（大学院美術研究科修士課程 絵画専攻 日本画研究分野）

佐々木敬介 出口果歩

中村早希

日原佑花子

小林恵実子

2期展示全景

1期展示全景

＊2期：5/13 – 6/5

佐々木 敬介（大学院美術研究科修士課程 絵画専攻 日本画研究分野）

日原 佑花子（美術学部工芸科 染織専攻）

出口 果歩（美術学部彫刻科）

森友紀恵
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＊3期：6/7 – 6/30

折原 智江（大学院美術研究科修士課程 先端芸術表現専攻）

山下 真ノ介（大学院美術研究科修士課程 工芸専攻 鋳金研究分野）

＊4期：7/2 – 7/26

小和田 成美（大学院美術研究科修士課程 デザイン専攻）

宍戸 美友（大学院美術研究科修士課程 工芸専攻 陶芸研究分野）

宍戸美友

折原智江

小和田成美

山下真ノ介

4期展示全景

3期展示全景
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展示構成について

　本年度においては、より社会への認知度を高めるために、チラシを制作した。チラシ

のデザインは株式会社ジェットセットの新田みのる氏に依頼し、メトロの路線図を引用し

たデザインと色調によって、瑞 し々い作品展示のイメージを作り出した。

チラシデザイン表 チラシデザイン裏

　平成29年度においても、前年度の会場構成の経験を元に、伊東順二副センター長

プロデュースによる社会連携センターが担った会場構成のポイントとしては、いかに周辺

環境に埋没せず、優秀な学生達の先鋭的な作品を浮かび上がらせるか、ということで

あった。そのために、前年度に製作したアッパーライトを活用し、全体的な光量を上げ、

地下の暗い場所にありながら、ギャラリー自体が輝くような展示とした。また設営におけ

る最終調整においても、スポットライトの照明量や向き、色温度等、伊東順二特任教

授の指導のもと、展示構成を整えていった。

　平成29年度は、作品自体がより際立つよう、展示背景として白い壁面を製作し、搬

入動線等考慮しつつ、大きいケースを分割して展示する計画とした。また、床の色は

白に張り替え、よりギャラリー自体の輝度を高めるものとした。

　一般的には展示に不向きな、地下自由通路内という特殊環境下においても、美術

展示の可能性を示せたのではないだろうか。環境が整えられた美術館やギャラリーで

はなく、通行量の多い都心の公共空間に先鋭的なアートがおかれることで、広く社会

へと発信することのできる展示となった。
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A-TOM ART AWARD
文：佐藤研也

日時： 1期 / 2018年2月2日（金）～2月17日（土） 

2期 / 2018年3月2日（金）～3月17日（土）

会場：コートヤードHIROO アートギャラリー（ガロウ）

構成：伊東順二

主催：株式会社アトム

企画監修：東京藝術大学社会連携センター

ゲストキュレーター：伊東順二

作家： 1期 / 自然 

星野 明日香（大学院美術研究科 修士課程 絵画専攻 2年） 

上田 智之（大学院美術研究科 修士課程 絵画専攻 2年） 

村尾 拓美（大学院美術研究科 修士課程 工芸専攻 1年） 

大友 秀眞（美術学部 絵画科 2年） 

中村 光美（美術学部 絵画科 1年） 

中條 亜耶（美術学部 絵画科 3年） 

 

2期 / 都市 

菊池 崚汰（美術学部 絵画科 2年） 

臼田 貴斗（美術学部 彫刻科 3年） 

齋藤 功美（大学院美術研究科 博士後期課程 美術専攻 2年） 

李 睿智（美術学部 絵画科 2年） 

佐藤 果林（大学院美術研究科 修士課程 デザイン専攻 1年）

概要と目的

　「A-TOM ART AWARD」は、東京藝術大学社会連携センターと株式会社アトム

が協働し、若手アーティスト支援のため、2017年に創設された。東京藝術大学藝術祭

（藝祭）の展示作品の中から、新しい世代の芸術の力を感じさせる作品を選出し、新

世代型まちなかコミュニティ施設「コートヤードHIROO」で展示会を開催した。

　初回となる平成29年度は、「自然」と「都市」という2つの視点から選ばれた11作

品を2期に渡り展示した。広尾のコミュニティスペースから、未来ある東京藝術大学の
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若手アーティストを広く発信していくとともに、アートと社会のつながりに貢献することを目

的としている。

展示・イベント

　1期は6名の作家による展示となった。会場である「ガロウ」は、真っ白に塗装され

た荒 し々い空間であったため、平面作品と立体作品を空間の奥行きを感じさせるよう

に注意深く配置することで、自然光を生かした「自然」というキーワードに合致するよう

な構成とした。

　「都市」をテーマとした2期では、5名の作家による作品が展示された。菊池崚汰の

作品は、元々壁に描かれた背景とキャンバスの絵画が一体となった作品だったため、

その状況を再現するために仮設の壁をつくり、現場で作品を完成させた。また、出品

作家の一人である佐藤果林が、「藝大アーツイン丸の内」（2017年10月に開催）にお

いて、ライブパフォーマンス時に作成した屏風も合わせて設置され、後述するパフォーマ

ンスに彩りを添えた。

　選出された作品は、油画や日本画、立体と表現方法は様々であったが、自然と都

市というキーワードを通して見ると、現代の若い作家の空気感のようなものが感じられる

ような展示であった。

　今回の展示会のオープニングイベントでは、アートと音楽、アートと日本舞踊のコラボ

レーションとして、いろいろな演出をして展示を盛り上げた。1期のオープニングでは、

本学大学院音楽研究科修士課程の城戸かれんによるヴァイオリンの演奏。2期のオープ

ニングでは、本学音楽学部器楽科管打楽器専攻の住谷美帆によるサクソフォン演奏、

そして本学大学院音楽研究科音楽専攻邦楽科邦楽研究領域博士課程の宇津木安来

による日本舞踊のパフォーマンスが行われた。いずれのパフォーマンスにおいても、小さ

なギャラリー空間には大勢の人が集まり、熱気の溢れるなかでの開幕となった。

　また、1期の期間中には、作家と株式会社アトム代表取締役の青井茂氏によるトー

クショウも開催され、作品に関する秘話や学生生活に関する話題が出て、作家を知っ

てもらう良い機会となった。



86

授賞式の様子。2017年11月15日

1期のトークショウの様子

1期の展示の様子

1期の展示の様子

城戸かれんのパフォーマンスの様子
（1期オープニング）

　期間中はアートに興味を持つ人々を始め、近隣の住民も興味を持って訪れており、

住宅地にあるコミュニティ施設と若い学生作家による現代アートの組み合わせが、新し

い世代の文化施設を体現していたと言えるだろう。

　また、今回は「ガロウ」を通して、作品の売買も行われ、多くの作品が実際に買わ

れることとなった。学生にとっては、自身の作品を大学の外でアピールし、社会の中に

受け入れられていく過程を通して、多くのことを学ぶ貴重な機会となったであろう。
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2期の展示の様子

住谷美帆のパフォーマンスの様子
（2期オープニング）

宇津木安来のパフォーマンスの様子
（2期オープニング）

2期の展示の様子
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