
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・ソシュールやアンリ・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した。
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
パスなのである。
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。

in demand for artistic expression, came along with 
the rise of the middle class following the Industrial 
Revolution. Artists responded without 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 Bergson, who analyzed principles of 
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, science, and 
philosophy are considered within the scope of art, 
these domains changed human sensibilities more 
dramatically 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 occurred 
during the Renaissance. In 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 

■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

伊東順二（東京藝術大学 COI 拠点 SPL 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）
Jun j i  I t o : To k yo  Un i ve r s i t y  o f  t h e  A r t s  CO I  s i t e  SPL  Cu l t u r a l  D i p l omacy  Bus i n e s s  G r o up  P r o j e c t  L eade 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 as t r uc tu re

■ 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 observable style innovations 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 
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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における文化的希求
促進方法の分析。

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。

②４の課題と今後の技術革新の実現のためにヨーロッパ
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、

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 possibilities 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 collaboration with
universities

3.Review of basic technology foundat ions 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 universal ize the 
maintenance model and to realize new production 
possibilities for society:

① promotion of culture based industries through

■ 工芸産業革新事業ー高岡ものづくり拠点構想

このような考えに基づいて、感性基盤と連動したイノ
ベーションの実例とし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
ジェクトは富山県高岡市と当地の鋳物業組合と協働し
て、江戸幕府時代の幕藩体制下の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。このプロジェクト
は今後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、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25000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。

divergent, our common aim is to build next-generation 
society innovation based on sensory elements.

■Craf t  Indust ry Innovat ion Project :  
Takaoka Product ion Model

 The Tokyo University of the Arts initial project to 
advance sensory based innovation through production 
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 Casting Industry Association. 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 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 
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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。

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に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カルチャー協働研究会の発足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そこに文化
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来
年度実現する予定である。３歳までの両親特に母親そし
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。今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、レポートにあるように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。

■ 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と思う。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。

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
technological innovation and human resource
development, we plan to organize 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 fact that production 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.  

b.Sensory Education from Childhood
We plan to establish an Internet platform for

comprehensive childcare through a consortium 
organized with Toyama city, various 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. 

■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. 
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