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I. 研究の目的と背景

近年の芸術学部の留学生受け入れ状況は、中国が一番多く、国

費・研究生を含め留学生の半数以上を占めているのが現状である。

さらに今後の社会的動向でも中国の急速な経済発展により文化的

な向上心や関心度が中国の国内で非常に高まりがあり、日本への

関心は増加し続けている。これは本学の大学院受験生の減少など

を考慮じても、中国からの希望者に対しての受け入れは無視の出

来ない状況である。

と乙ろが本学の中国との国際交流提携は姉妹都市重慶との西南

大学、国際関係学院の2校である。西南大学は師範系であり、遠

く中国内陸部のため芸術学部で、の交流関係の実績は過去（ 7～8

年前）の教員派遣しかない。又国際関係大学も芸術系の交流につ

いて実績がなく、 芸術学部の提携校は事実上行なわれていないの

が状況である。

文今後の日中関係は経済とともに文化的にも深まる時代に突入

するととは多いに予想され、現在の日本文化は中国の芸術文化を

凌いでいる現状ではあるが歴史的にアジアの文化をリードしてきた

中国の実力は看過出来ない。

これらの事を基に本学芸術学部の真価を発揮させるべく、 より

優秀な人材の受け入れや芸術文化について適正で展望のある交流

提携を中国と構築する事は、本学芸術学部に於いて今後非常に重

要な課題と言える。そのため、 主要な都市の大学を中心に調査を

行い、今後、芸術学部独自の提携が行えるための研究に至った。

II. 実施した研究、調査

（平成24年度）

吉井担当（美術学科油絵専攻）

1. 中国における、西洋絵画の受容について調査。元来の中国

絵画との接点などを考察。

研究分担者 ：吉井は、本学において特定研究発表を以下の内容

で開催した。

「中国における学術シンポジウム開催と国際交流提携の模索」

素材から見た絵画表現の変容と未来 一日本画 ・油画 ・漆の視点

からー ／日時： 2012年8月24日（金）午後1: （〕 O～3:（〕 O

／場所 ：芸術学部演習室30 1 （芸術資料館3F)／テーマ： 「現代

中国の美術事情」［副題 ：言語の選択］より／主催 ：芸術学部油

絵専攻吉井研究室／発表者 ：江信桐、 中国福州大学陽光学院教

師／出席者8名／内容 ：中国の現代アートに照準を合わせて、 80

年代半ばに中国全土に展開された「八五美術運動」以来の美術界

に何の成果が上がったか、などをテーマに作品紹介と質疑を行っ

た。／研究発表概要について。

「現代中同の美術事情」［副題：言語の選択］より、以下発表者「江

信桐」解説。

中国の現代アート

中国政府は反精神汚染キャンペーンで一度は自由化引き締めを

試みたものの、洪水のように押し寄せる西側の情報は、止める乙

とができない。三十年代、 五十年代以来三度目の異文化の導入で

ある。一九八五年、美術家協会などの体制側もモダニズムを容認

する姿勢に転じた。同年、北京とラサで「ロパート ラウシェンパ

ーグ展」が聞かれて、自由な気運はいっそう高まった。国際図書

見本市も開催され、ポストモダンに至る西欧の現代思想やマルセ

ルデ、ュシャン以降の現代アートの歴史が若い先鋭的なアーテイスト

たちを刺激した。「アートの方法は無限にある、何をやってもし1い」

という自由な感覚が彼らを挑発した。彼らは現代アートの実験を

始めた。 80年代半ば中国全土に展開されたこの「八五美術運動J

と呼ばれる現代アートの自由化とともに出発した。

「八五美術運動」以来の中国の現代アートは、何の成果が上が

ったか。 中国のアーテイストたちは、「何語」で世界と対話すると

考えてきたか。

模倣と同時代性

八五年以降の 「八五美術運動」では全国二十以上の省、市に百

近い芸術グループが出現し、西洋モダニズムの実験が広範囲に行

われた。中でもシュルレアリズ、ムの傾向が強かった。西洋のシュル

レアリズムが第一次大戦の不条理な人の死、悪夢のような現実を

根源的な要因に持つように、中国のシュルレアリズムも文革という

人に悲しみを植え付ける時代を記憶に持つことは事実である。 中

国のシュルレアリズムは人の潜在意識にまで迫るととによって、無

意識的に文革の廃嘘の中から精神の治癒効果として働きかけてい

ったので、ある。

「世界」に参入する中国現代アート

美術評論家千葉成夫が「解放区Jと呼ぶ 「798芸術区」在中

心とした芸術活動がいま最も注目されている。最近では世界の四

大のアートスペースに数えられるほどだ。中心の798工場跡は不

動産資本の「開発」のために取り壊しも危慎されたが、現在は世

界中からの画廊や美術館などアートスペースが群立して、「開発」

のほうも頓挫し、逆に北京市の保護地区に指定されるという幸運

に恵まれた。日本からのツアーまで組まれるほどの大盛況になり、

こうなると現代アートなるものを警戒している中国政府もその経済

効果に注目、積極的に関与するようになり、官民入り乱れる様相

を呈している。
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［まとめ］

現状としての中国の現代アートの動向は、見逃せない。今後世

界をリードして行く大国の文化の形成をして行く指針について把握

しておく必要を感じる。

乙のシンポジウムを契機に中国で吉井は、「日本の西洋絵画の受

容について」 中国に紹介と講演と講義を行う予定で、あったが、尖

閣諸島問題による日中関係の悪化で渡航を本年度は断念した。次

年度以降、再度の計画を行う予定としている。

［当日の会場記録］
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2. 学術提携等の可能性について調査。

24年 10月22日～ 29日（予定で渡航中止）中国で学術提携

の調査を行う事前交渉はしていたが、キャンセルとなった。再度の

交渉にのぞむ予定としている。

［当初予定の方法］ 1 現在の予定では、 11月、頃福建省福州陽

光大学を訪問。本学修了生：江信桐を窓口に当大学で調査と講演

と講義。また、 上海では本学修了生 ：周雨舟を窓口に現地の大学

を訪問。呉可ベ南京師範大学）等も視野に入れて計画。日程では、

福州陽光大学3～5日間。上海関係大学2日程度を予定。訪問校

において、規模等の調査を行い将来の学術提携や留学生の交換に

ついての可能性をさぐる乙とを目的としていた。

大塚担当（デザイン工芸科漆造形分野）

中国における、漆絵画の受容について調査。漆技法と中国絵画と

の接点、などを考察

王培担当 （美術学科日本画専攻）

中国における、岩彩画と日本画との接点、中国岩彩画の保存修復

法などを考察

1. 2 4年9月9目、 1 0日中国の天津美術学院、 天津大学を視察。

天津美術学院においては、 学長、国際交涜担当者、教員等の交涜

及び、施設見学。特に絵画専攻敦士皇芸術研究室を重点的に視察

した。美術学院の学生はおよそ2000人で設計学院：視覚デザイン、

伝達デザイン、環境芸術、 工芸美術）と実験美術（前衛美術）に

わかれている。

9月11日、 天津大学にてメディア及び絵画専攻の教員、学生と会

談。

9月12日北京清華大学と共同研究授業を実施した。

午前／講評参加及び講義「乾漆における造形方法」 ／午後 13：・00

16:00 ／講義「日本の漆文化」 ／主催：芸術学部周剣石研究室／

発表者 ：大塚／出席者 40名を実施。

9月13日、先方の都合により再度天津美術学院において漆の研

究室、工房等視察及び共同研究のスケジ、ュールで、あったが尖閣問

題の為が急逮帰国する。



（平成25年度）

吉井担当（美術学科油絵専攻）

期間：平成 25年9月23日から平成 25年9月29日まで（7日間）

目的：中園、上海大学、福州陽光大学の視察及び交流関係模索

の現地調査

昨年度、中国との国交情勢が悪化したために渡航で、きなかった

事情もあり、当初目的の福州大学（陽光学院）の主目的訪問に加

えて、上海大学についても、事前に見学の申し込み了解を得たので、

現地の調査を行った。

I.上海学院報告

上海大学のその全体像は、世界の経済区を目指す都市にあるた

め、学生数は、5万人である。学部も多数あって、それぞれの学部が、

独立をしているような状況である。そのため、広大な敷地の中に

日本で言う芸術学部の「上海学院」が敷地内に建物を有している。

学部構成は、本学同様2学科（美術、デザイン工芸） 美術学科．

油絵、中国画（国画）彫刻、版画。デザイン工芸：デザイン、写

真、彫金、漆芸などの学部。大学院より陶芸も加わる。建物内で

それぞれのフロアーで専攻が分かれる。その他に工芸用の工房棟

もある。学生数は各学年約 100名で大学院も含めると約 1000名

超と思われる。建物の敷地面積に比較して、施設設備は、約 6m

×6mで、本学施設より狭小。 4年次の大作を制作するアトリエはな

い、学外で個人的に制作場所を確保。中国画も机が 20～30台

各教室に置かれている。各アトリエに 25名前後。カリキュラムも

デ、ッサンと各専攻実技がシンフ。ルな形で、展開。教員構成員数油絵

は6名、版画にl名、中国画、デザイン、彫金、写真の他の専攻

では漆芸、陶芸は各l名で教員の基で助手（掃除や授業準備専門）

のようなスタッフ有り。学生は全員が寮生活を行い。大学内の広

大な敷地内の学部建物の背景に団地が有るような状況。教育内容

は、美術系の指導者が北京中央学院出身のため、中国的な写実

のオーソドックスなスタイル。特に、前進的な表現教育方法ではな

い。デザイン工芸系では、彫金や漆芸は基本のスタイルで表現内
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容に目立った特徴はなし、。ただ、大学院の陶芸では、基本の陶芸

のみならず、陶芸を通したインスタレーションや表現手法について

取り組む。

上海学院は、本学部の構成に共通し類似した点があるが、教育

姿勢に日本よりもヨーロッパやアメリカなどに目（漆芸以外は）を

向けているために、上海から学生が広島の美術教育に興味を持つ

可能性は、現状では低いように思われる。また、重要な交流のキ

ーワードになる教員が上海では、現在漆の講師であるが今回会え

なかった（北京出張中）、 TAの立場の人により案内をしていただく。

いずれにしても、正式な面会は、事前の許可が必要であると言わ

れていたため、内容的にも交流を進めるためには、実質的な学生

の考えている現状を知る必要が有り、次のステップを検討する必

要がある。

II.福州大学（陽光学院）報告

福州大学は3万人の学生を擁する大学である。福州大学系列の

「陽光学院」そのものが学生数l万人その傘下は（小～大学まで）

幅広いが、芸術学部としての構成は、現在、 3年生までしかいない。

来年度、校舎や学年構成が完成予定である。美術学科：油絵、中

国画。デザイン工芸学科：デザインだけであり規模は小さい。福

州市内の漆芸研究所（ 2 F）に大学のサテライト研究室を現在準

備中。学生数は美術とデザイン工芸合わせて各学年 25～75名と

段階的に増員をしている状況。また、アトリエや研究室等も現在

建設中である。教員は、油絵l名、中国画l名、デザイン工芸1名

その下で3名のスタッフ（寮官兼務）。大学の敷地は、山の上部全

体を開発して、建物と寮を建設。学生全員が寮生活で近場に、町

や商業施設はない。なお、福州大学の本部は福州市内にあって、

陽光学院は新たにその系列に加わる。また、芸術学部は音楽との

2学部の構成であり、芸術学部長は声楽出身の方が学部運営を行

っている。教育機関としては発展途上だが、既存の大学の教育内

容に劣っているとは言えない。技術的な問題点や、表現能力につ

いては、若干のレベル的な差がある様に見えるが、指導陣の意識

的な教育方針により改善も時間の問題であると思う。

むしろ、今まで、の教育姿勢で変革を怠っている旧体制の大学で、

ある方が指導方針に問題を抱えているのではないかと思われる。

例えば、上海大学と陽光学院のデッサンについては、それほどの

差があると思えない。陽光学院は、様々な意味で大きな可能性を

含んでいる。既存のマンモス大学の教育内容や方針に比較して、

巨大エネルギーを持つ中国の中で、新たに文化を作り上げてゆこう

とする、新進の大学としてスタートを切った所である。つまりは、

今の広島市立大学の 20年前と同じく一つ一つ積み重ねる様Lこして

これからの内容を形成してゆく段階でもある。このような時期の陽

光学院は、様々な事を吸収している時期でもあり、乙の段階での

乙ちらからの一助は、大きなものであると思われる。教員の一人

14 

油絵専攻の教員は本学出身の江信桐君であり、本学の教育内容を

良く理解している。そのため、指導者として、今まで学んだ経験が

陽光学院の教育め手本となって反映されていると思われる。今回、

機会あって、 9月26日に陽光学院で講演。講演に先立ち任命式

で、福州大学の客員教授の任命を受けた。講義題は「日本の美術

教育事情」について、私の教育経験を基に1時間半講演を行った。

陽光学院では、教育的にも施設設備的にも課題は、多いが背景

となる資金は陽光城グループが支えて、官民一体の経営となってい

る。また、学生も金銭に困らない家庭の出身者が多い、そのため、

学生の気質は、穏やかで育ちの良い雰囲気を備えていて、芸術を

取り組む姿勢は期待できる。課題として、世界の美術事情の事や

技術的な経験の積み重ねなど、まだまだ知らなければならない。

こうした事を考慮し、本学部への見学などを目的とした旅行を陽光

学院では企画をしたいという希望老持っている。国際交流につい

て、本学から福州へというのは、漆芸研究所への希望は考えられ

るが、その他は、本学部への研修を希望する対象になると思われ

る。（福州、｜の漆芸研究所は伝統の漆芸、現代美術が盛ん。）国際

交流のキーワードの一つである教員について布石がある事につい

て、陽光学院に期待したい。





大塚担当（デザイン工芸科漆造形分野）

中国における、漆絵画の受容について調査。漆技法と中国絵画と

の接点などを考察

尖閣問題により共同研究等の受け入れが難しく最終的に受入可

能な時期とのスケジ、ュール調整が不可能になり残念ながら25年度

の調査を実施できなかった。

王培担当（美術学科日本画専攻）

中国における、岩彩画と日本画との接点、中国岩彩画の保存修復

法などを考察

「敦煙壁画材料と技法について」の集中講義を実施した。

講師天津美術学院越栗晦教授

日 時 平 成25－年6月11日～12日

場所広島市立大学演習室 6月11日演習室 4限～5限

6月12日演習室 4限～5限

成果と今後の課題

9月13日以降の調査は尖閣諸島問題の原因で後半は何も実行

出来ない状況になり、全て予定をキャンセルし帰国した。 しかしな

がら天津美術学院及び、天津大学は本研究に非常に積極的で、あっ

た様子が伺えた。天津美術学院は大学の敷地も学生数供に非常に

大きい規模を誇り、まだ日本での芸術系大学との共同研究は実施

していない。又本学に来日する中国留学生の影響を受け、今後中

国へ留学希望を望むととが予想される本学の学生にとっても重要

な大学として位置受けられる。更には今回の調査により現在本学

の中期計画にて実施している保存修復の研究と講義においても、

天津美術学院絵画専攻敦士皇芸術研究室との共同研究を 25年度よ

り実施。今後様々な研究領域において高度な研究が展開出来るで

あろう。
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