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平成 26 年度 特定研究費 国際学術研究費

日・中相互における多角的な芸術表現研究及び国際学術連携の模索
報告：大塚智嗣

研究代表者：
　大塚　智嗣	デザイン工芸学科	 	 漆分野	 	 准教授
研究分担者：
　吉井　　章	美術学科		 	 	 油絵分野		 教授
　及川　久男	デザイン工芸学科	 	 視覚造形分野	教授
　藤田　敏彰	デザイン工芸学科	 	 漆分野	 	 准教授
　中村　　圭	デザイン工芸学科	 	 視覚造形分野	教授
研究協力者：
　李　　永清	南京芸術学院設計学院	 漆絵画	 	 教授
　曹　　棟	 山西大学美術学院	 	 装飾絵画		 教授
　王　　暁文	太原理工大学美術学院	 装飾絵画		 副学院長
　江　　文	 大同大学美術学院	 	 装飾絵画		 副学院長
	 	 	 天津美術学院

「はじめに」
　本研究は、本学教員による中国との学術交流を推進することで
成長著しい中国芸術への参与を深め、芸術に特化した理想的な
学術提携交流を結ぶことを目的とする。特に中国からの留学生が
非常に多く、研究生や卒業生とともに積極的に中国との連携交流
を取り組んでいる本学教員を中心に共同研究するものである。
　また研究代表者の大塚は２００７年から２０１３迄に中国との学
術交流を積極的に取り組くんできた。同時に中国での活動成果を
もとに留学生の要望も年々増えている。さらには２４〜２５年度に
おいて中国との学術研究「上海大学（上海学院）、福州大学（陽光
学院）の学術交流調査を兼ねた現地視察調査」の成果を得る事
ができた。しかしながら日中問題（尖閣問題）を発端として２４年
度の現地調査は急遽帰国、２５年度は３件中１件の調査が実施で
きないなど、想定外の国交問題を抱えながらの研究で終わってい
る。本来両国の政治問題によって文化交流に影響があってはなら
ないことであり、これに屈する事なく芸術を通した交流を進める必
要があると改めて感じた。また共同研究者においてはこの現状を
踏まえて中国との学術交流を進める意欲ある教員の協力を得て計
画するものである。

「1. 南京芸術学院調査及び交流」
実施日時：平成２６年１２月２６日
研究者　大塚智嗣、藤田敏彰
　		９：００〜１１：００　	日・中の漆制作、活動についてのディス

カッション
　１１：００〜１２：００　藤田による講義
　１３：００〜１７：００　工房見学及び学生作品の講評
　１７：００〜１８：００　大塚による講義
　１８：００〜２０：００　今後の国際交流提携についての協議

実施日時：１２月２７日
研究者　大塚智嗣、藤田敏彰
　１３：００〜１６：００　	南京芸術学院の李先生及び２４年度広

島で開催した学術シンポジウムに参加し
た先生など、山西省漆芸協会の会長及
び役員の方 と々の協議

　１７：３０〜１８：３０　中国四大漆器博物館視察　
　１８：４５〜２０：００　	堆光漆薛生金の弟子、浑漆斎先生のアト

リエ訪問　

　南京芸術学院は芸術の単科大学であるが学生数は１学年
２０００人もいる大きな大学である。今回交流の主である国際学術
提携について話を聞くと、現在も積極的に行っており李先生が院
長を担当する設計学院だけで今年は１２回の国際交流を実施、国
別には欧州が多く、現在定期的に実施しているのはベルリン芸術
学院である。他は数年もしくは単年度のものが多い。日本では過
去に視覚デザインが東京芸術大学や愛知県立芸術大と交流してい
る。今後広島市立大学との連携も視野にいれた交流を進めたいな
ど積極的な意見をもらう事ができた。

「２. 山西大学美術学院及び太原理工大学美術学院調査と交流」
実施日時：１２月２９日
研究者　大塚智嗣
　		９：００〜１１：００　山西大学美術学院視察
　１１：００〜１３：３０　	山西大学美術学院にて大塚講義及び学

生とのディスカッション（対象：学生、
教員５０名余）

　１４：００〜１５：００　武貴文先生の工房視察
　１６：００〜１７：００　太原理工大学美術学院視察

南京芸術学院での講義、ディスカッション
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　１７：３０〜１８：４５　	太原理工大学美術学院にて大塚講義及
び学生とのディスカッション（対象：学生、
教員１００名余）

　山西大学美術学院は総合大学で学生数は２万人以上、学内は普
通に車が走れる道路が整備され、生活する為のインフラは学生寮
だけでなく全職員の家までもすべて学内に用意されている。その
中に山西大学美術学院があり全学で１２００名余、１０専攻に分か
れている。漆専攻は環境芸術に属し、３年次まで様々な専攻の教
育を受けたのち４年次で一つに限定した技法や表現で卒業制作を
行う。そのため大学院（３年間）に入り専門的な教育を受けること
になる。
　今回は調査前のアポイントがうまくいかなく、とりあえず大学訪
問だけでもと考えていたが、山西省の３つの大学の先生や最近発
足されたばかりの山西漆芸協会の方々の歓迎など柔軟な対応もあ
り、学生へ講義を行う事となった。講義は私の創作活動を中心に
話した後、学生から多くの質疑に対応した。後半になると数日前に
国で定められた南京大殺戮記念日、尖閣諸島問題など日中問題に
関しての質問が多くなり、感情的になる学生も現れた。しかしなが
ら芸術を通してこそ、これらの社会問題を解決する大きな糸口にな
るという強い信念を持ちつつ冷静に対応したつもりである。ディス
カッション終了後には日中問題に対して幾つか質問してきた学生が

「実は僕は日本が大好きです」と笑顔で話してくれたのがとても印
象的であった。

　太原理工大学美術学院は山西大学美術学院と同等の規模を有
する総合大学であり、美術学院は絵画、工芸美術、環境設計、映
像撮影、視覚デザイン、アニメーション、服飾服装デザインに分か
れている。今回の調査には予定していなかった大学であるが、今
回の山西省調査に歓迎していただいた山西漆芸協会の理事で美術
学院野副院長でもある王暁文先生の対応で工房見学と講義及びデ
ィスカッションを実施する事ができた。今回は時間がなかったた
め漆の専攻を中心に見学、他の教員や研究生も大勢同行していた
だき、それぞれの作品も紹介していただいた。基本的に漆絵が中
心であり教員や卒業生の優れた作品が工房の壁面に飾られ、工房
はどの部屋もきれいに整理され、中国はもとより日本も含め漆があ
る大学でこれだけ奇麗な工房は見た事がなく驚いた。その後５時
半にもかかわらず、私の講義のため多くの学生が待っていてくれた
ようで、休む間もなく講義室へと移動し私の漆創作について話をし
た。質疑は漆、陶芸、彫刻の先生を中心に沢山あり、充実した講
義内容となった。

「３. 大同大学美術学院調査及び交流」
実施日時：１２月３１日
研究者　大塚智嗣
１３：００〜１８：００　大同大学美術学院視察、副院長と対談

　今回の調査で大同大学美術学院に漆専攻があるのは調べてい
たが国際交流の先生との連絡が難しく断念したいたが、実は漆の
先生が２４年度に広島でのシンポジウムに参加していたため研究に
急遽協力してくださり、大同の文化遺産の調査も同行していただい
た。大同大学も総合大学であり、とても規模が大きく学生約２万人、
学院は１５もありその一つが大同大学美術学院である。学院数は
１３５０人余で美術学、環境芸術、視覚伝達、彫刻に別れ、漆は
美術学（他、油絵、中国画、書、工芸美術）の工芸美術に含まれ
ている。漆の工房は現在新規にリニューアルしているため見学がで
きなかったが、３１日にもかかわらず講義や学生との対応に先生は

山西大学美術学院講義

太原理工大学美術学院講義
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忙しそうであった。
　対応していただいた先生は副学院長の江先生で、学院長含め大
学の状況について話を伺った。まだ新しい大学であるのと先生も
皆若く、教授が殆どいないため学部までしかない。また美術学院
は今いる教授は１名で退官したら教授がいなくなる問題を抱えてい
た。中国で教授になるには美術学など理論系は比較的容易である
が、美術系は難関であるという。そのため今後も大学院を申請す
ることもおそらく時間を要すため規模は大きいが大学のレベルとし
ては連携するにはバランスが悪いと判断した。しかしながらとりあ
えずは個人的に断続的な研究を繋げることで話はまとまった。

「４. 天津美術学院調査及び交流、全国美術選抜展調査」
実施日時：１月２日
研究者　大塚智嗣
　１０：００〜１５：００　天津市内美術館視察
　１６：００〜２０：００　	天津美術学院漆工房視察、副院長、専

攻長と対談
実施日時１月３日
　１３：３０〜１６：００　	北京中国美術館で開催する全国美展選

抜展視察

　天津美術学院は２２年度に訪問、学院長を含めた国際学術提携
に向けての協議を終えて各工房を見学する予定でいたが、尖閣問
題で対日感情が悪化し日本系企業へ市民からの暴動を受けたため
急遽帰国、翌年も打診をしたが断られてしまった経緯がある。今
回は２３年度本学に保存修復の特別講義をお願いした趙先生に調
整してもらい改めて研究調査ができた。
　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。天津美術学院の漆工房は趙先生の工房とは別の学
区にあり車で１５分程移動したところにある。漆は２００６年からス
タートしたばかりであるが学生は３０名程で研究生（大学院）も毎
年３名程いる。ここの漆の教育方針は漆画が大多数をしめる中国
漆作家の現状の中で、立体を主とした表現を教育しているのが特
徴である。実際に現在立体を主体に教育している大学は今迄私が
調査した中で中央美術学院、中国美術学院、南京芸術学院があ
るが、中国の歴史から概観した理念をもって教育しているのはここ
だけではないかと推測する。広島市立大学も立体造形を主体にし
ているため、今後は継続した共同研究及び教育を進める方向で調
査を終えた。

まとめ
　今回の研究調査は非常に充実した内容であった。初めて訪れた
山西大学美術学院と太原理工大学美術学院などを含め５つの美術
系大学を訪れる事が可能になった。これも広島に就任してすぐに
本学の学長指名で中国を訪問し、一人でアジア各地を巡る調査や
中国における他大学での研究会や展覧会に努めて参加できたこと
にありとても感謝している。その後２４年には広島市立大学におい
て日中シンポジウム「素材から見た絵画表現の変容と未来」を主
催するなど、地道な活動が大きな信頼と評価を受けてきた成果だ
と思う。また本研究は本学教員が中国の教育現場や芸術市場の
実態を知り、さらには教員や作家との繋がりを継続ですることで、
全国でも非常に遅れている対中学術連携を促進し、今後急速に発
展する中国の芸術市場も視野に入れた（入試も含め）本学の教育
環境を計画する必要があるのではないかと考えている。
　尚今回の研究において、太原理工大学美術学院から客員教授、
天津美術学院から特別講師の依頼を受けるとともに、天津美術学
院からは金属と漆での国際交流展の開催などの積極的な意見があ
り、可能であれば今後実現させていきたい。又本研究代表者は日
本と韓国、中国を中心とした国際工芸美術作家協会の副議長やミ
ャンマー、ラオス、ベトナムを中心としたアジア伝統工芸学術支援
事業にも従事しており、今後中国とは更なる交流を深めることでア
ジアの漆工芸の在り方をも見据えた大系的な研究も並行して行く
つもりである。

天津美術学院漆工房
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日・中相互における多角的な芸術表現研究
及び国際学術連携の模索
研究者　及川久男

　大連市（中国）は、広島と直行便で結ばれており、広島に最も
近い中国と言える、この事は本研究の足がかりとして最も好条件に
あると言えよう。
　大連理工大学は遼寧省大連市にある４年生総合大学である．遼
寧省の最高学府で、ハルビン工業大学、吉林大学と並んで、中国
東北地区の御三家と称される。
大連理工大学の教職員は、３，６００人で学生数は３１，５００で、
４割が大学院生である。大連市内に３つのキャンパスを持ち、総
敷地面積は３００万平米、建築面積は１００万平米である。
　この度の訪問は本学芸術学部の視覚造形分野の修了生であり、
博士号を取得した宋樹峰君が勤める大連理工大学	建築与芸術学
院を通じて進めて行った。
　２年前の平成２４年６月２日にも訪問しており２度目の訪問となっ
た。
折しも建築与芸術学院の創立３０周年記念式典が盛大に行われる
時期であり学院長と、直にお話をする時間を取っていただく事が出
来た。
　広島市立大学に興味のある学生に呼び掛けて集まった学生たち
に、持参したデータによる大学紹介と質疑応答を行う事が出来た。
又、教授の紹介により中国８大美術学院の一つと数えられる魯迅
美術学院は、デザインと工芸が大連にあり、訪問と学生と話す機
会を持つ事が出来た。
　大連理工大学は、総合大学であり今後関係を築いて行く事は大
いに期待出来そうである。
　今回の訪問は、１０月１６日から１９日の４日間である。１６日は
夕方５時に大連理工大学に到着、建築与芸術学院棟を訪問する。
　大連理工大学は、大学の敷地は広大で中国軍直轄の研究施設
が１角を占めており、建築与芸術学院も建築棟が２棟、デザインが
１棟、他に彫刻棟、絵画棟また新しい分野として映像棟がそれぞ
れある。デザインの研究室は、視覚芸術実験室、数字芸術実験室、
光色芸術実験室、工業芸術実験室等である。
　また後に述べるが、今回同じ大連市の金石区にある魯迅美術学
院の大連キャンパスの張彭教授を通じて招待していただいたこと
は、大きな収穫であった。

　１７日は建築与芸術学院の創立３０周年記念式典の式典にゲス
トで招待され、広島市立大学の紹介もされる。范悦（Yue	Fan）学
院長は東京大学で建築の博士号を取得しており、日本語も堪能で
ある。

大連理工大学 建築与芸術学院

范悦（Yue Fan）学院長

建築与芸術学院 創立３０周年記念式典

C M Y K 68

6834折 うら 2018年 11月 21日 (水) 1:18 PM



69

　１８日は魯迅美術学院の大連キャンパスを訪問する。魯迅美術
学院は中国で最も歴史のある最も知られた美術大学である。大連
と同じ遼寧省の瀋陽に本部がある美術大学である１９３８年に延安
で設立された魯迅芸術学校に起源を持ち、１９５８年に現在の魯
迅美術学院となった。

　大連キャンパスではデザインと工芸などが中心となって１１の学
部において１７種類のプログラムで構成されており、漆や、陶芸と
いった設備も充実したもので、広い敷地内に学生寮、芸術博物館、
図書館、日本の文化服装学院と共同で設置された魯迅・文化国際
服装学院などが設置され、ドイツ人建築家の設計は近代的バウハ
ウスを連想させるものである。
　４日間の日程は、忙しいものであったが内容の濃いまた今後に
繋がる訪問となった。

魯迅美術学院 大連キャンパスの学生たち

魯迅美術学院 大連キャンパス 漆実験室

魯迅美術学院 大連キャンパス 陶焼実験室

魯迅美術学院 大連キャンパス
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