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２．事業内容（２ページ以内）

京都造形芸術大学

（１）事業目的

■①伝統文化にイノベーションを起こし、次の世代へ継承することの重要性

　京都や日本の誇る「伝統文化」（民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、茶道などの人間性の涵養に
資するもの）は、海外でも高い評価を受けている。少子化・高齢化社会を迎え、強い経済が求められる日本に
おいて、伝統文化に対する「観光産業資源」「輸出資源」としての期待は非常に大きい。その一方で、伝統文
化の担い手は「後継者の不在・不足」によって、その技自体が喪失の危機に瀕しているものも少なくない。日
本従来の生活文化が家庭や社会から消失することによって、伝統的な技の需要自体が基礎から崩壊しかねな
い。また、伝統文化の価値に対する経済的評価が難しいことも後継者育成が困難な理由となっている。欧州で
は、18世紀半ばに起こった産業革命により、中世から続く伝統技術の多くが途絶え、現在は文献などをもとに
その技術の再現が試みられている。その一方で、日本では幸いにして数百年前の技術が現代まで脈々と継承さ
れてきた。しかし、日本の持つこの強みも「21世紀型産業革命」と呼ばれる新たなテクノロジーによる産業革
新や生活様式の変化によって、急激に失われる危機に晒されている。我が国が持つ伝統文化の技を次の世代へ
と継承するためには、伝統資料のアーカイブ化と新たな活用により公開機会を増やすと同時に、新市場の開
拓、新製品開発、新生産方法の導入などの「イノベーション」が重要となる。本研究は、「伝統文化資源の発
掘・再評価」→「資源・人的ネットワークのリ･デザイン研究」→「事業化（地域活性化、製品化）」を実現
する京都における伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点形成を事業目的とする。

■②伝統文化継承の現状の課題

　「黙して語らず。されど伝わる。」このように伝統技能においては、言葉を介さず「師匠がやってみせる、
弟子が盗む」という再現性の低い方法で伝承されてきた。弟子の技量の低いうちに秘伝を伝えれば中途半端な
粗悪品が生み出され、質の低下を招き、却って弟子のためにならないという意図がこめられていた。積極的な
言語化を避けることにより、技を受け継ぐ次の世代の学びや成長を慮った言葉として語られている。一方で、
この日本的な美学ゆえに、後継者が途絶えた瞬間に、技の継承も困難になるという弱点がある。ライフスタイ
ルが激変し、競合する安価な工業製品が大量生産され、ハイテク化が進行する中で、伝統文化に対する需要自
体が減少している。さらに、伝統文化の担い手の高齢化が進む一方で、若い後継者を受け入れ、じっくりと育
成する経済的余裕がない場合も多く、徒弟的関係のみによる伝統技能の継承はもはや限界に達している。

■③「京都文芸復興」「藝術立国」を建学の精神とする京都造形芸術大学が果たす役割

　本学は、建学の精神に「京都文芸復興」「藝術立国」を掲げ、国際歴史文化都市の京都を基盤とした文化環
境の保全と創造、芸術文化による日本の再生に向けた研究を独自の使命としている。京都にある芸術大学とし
て、大学教育と結びつくかたちで以下の各研究センターを配置し、産官学連携に取り組んでいる。
　A)「日本庭園・歴史遺産研究センター」
　「日本庭園部門」では、現場技術者との連携により、歴史的庭園の保全や活用、建築・美術・工芸・宗教な
ど多様な視点からの日本庭園研究を行う。
　「歴史遺産部門」では、地域資料（古文書・書画・生活資料等）の調査・保存修復・活用支援を実践的に展
開している。

　B)「舞台芸術研究センター」
　学内の劇場を実験装置として、「創造の現場」と「学術研究」との有機的な結びつきによる、日本の伝統演
劇から現代の先駆的舞台表現にわたる研究を行う。

　C)「京都技法材料研究会」
　日本の画材メーカー10社とともに、膠、墨、顔料、筆などの伝統的な材料・技法の保全と製品開発、それら
を活用した表現技法の研究を行う。

　D)「ものづくり総合研究センター」
  製品開発の受託、伝統産業の正しい未来形の模索、高度なデザインオペレーションの提供、デジタルアーカ
イブの蓄積、まちづくりをはじめとする様々な環境創造の実践、舞台美術の制作や空間演出デザインなど、幅
広い分野での産官学連携に取り組む。

　上記以外にも平成14年（2002年）より継続して、伝統文化の継承者による公開講座「日本芸能史」を開講
し、広く外部への発信を行っている。このように、本学はその使命として、京都および日本の伝統文化の保全
と創造に取り組んでいる。
　上記に挙げた伝統文化が抱える課題の解決には、伝統資料のアーカイブとその創造的活用法創出による新市
場の開拓、新製品開発、新生産方法の導入などの「イノベーション」の実現が重要となる。そのためには、
「デザインを手段としたコンサルティング」と見え方・伝え方のコントロールによって、人の心を響かせ価値
を高めることができる「クリエイティブ・ディレクター」の役割の担い手とその拠点づくりが求められてい
る。この点にも、京都にある芸術大学の本学にしか果たせない役割が存在している。
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　本研究では、次の世代へ我が国が持つ伝統文化の技を継承するために、伝統資料のアーカイブとその創造的
活用法創出による新市場の開拓、新製品開発、新生産方法の導入などの「イノベーション」の実現に向け、京
都における伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点の形成（「京都造形芸術大学　伝統文化イ
ノベーション研究センター」（仮称））を目指す。期待される研究成果は、具体的には以下の2点が挙げられ
る。

　■①「魅せるアーカイブ」＝伝統的な技を「教える、伝える」機会を創出すること（継承・発展の拠点）

　伝統文化の需要の減少は、受け手や若い世代が「知る努力」を怠ってきただけではなく、伝統的な技を「教
え伝える努力」を怠ってきたことにもその理由がある。寛政8年（1796年）細川頼直が『機巧図彙』で貴重な
図説の数々を残したのは、分野を問わず職人の技という技、師匠から弟子への門外不出の秘伝を、「後の人に
新たな発明、発見のきっかけをつかんでほしい」という思いからであると言われる。そのように、現代におい
ても先達が知り得た知を次の世代や後世に受け渡す新たな方法論の形成が重要となる。本学はこれまで、上記
各研究センターの伝統文化の活用研究の蓄積のほか、平成14年（2002年）より開講している伝統文化の継承者
による公開講座「日本芸能史」の膨大なアーカイブに加え、「芸術実験工房」を中核とする「生活＝芸術」の
比較研究とその再生現代京都における職人技術および職人文化の実態に関する調査研究をテーマに、「京都の
伝統工芸品」50名の職人、「京都の仏壇・仏具」32名の職人、「京都の料理」6名の料理人の伝統資料のアー
カイブを行なってきた。本研究では、本学がこれまで外部機関と連携し取り組んできた研究成果ならびに新た
に収集する資料を含めて再編集し、「魅せるアーカイブ」として蓄積・公開することで、伝統的な技を「教え
る、伝える」機会の創出を行う。【研究成果の評価指標：公開講座、シンポジウムの開催、アーカイブの公開
件数】

　■②創造的活動による新たなイノベーションの創出＝「つくる、発表する」機会を創出すること（事業化の
推進拠点）

　伝統文化の担い手の「つくる、発表する」機会が増え、頻繁にその機会が生まれれば技術が蓄積される。ま
た、仕事があることによって、後継者を受け入れる余地も生まれる。それに対し、つくる、発表する機会が減
少すれば、技術が蓄積されず、技術が蓄積されないことによりその伝承も困難になるという負のスパイラルが
生じる。つまり、技の伝承には「つくる、発表する機会」を増加させるイノベーションが非常に重要になると
言える。そのため、本研究では、伝統文化の新たな活用法創出による新市場の開拓、新製品開発、新生産方法
の導入を実現するために、「デザインを手段としたコンサルティング」と見え方・伝え方のコントロールに
よって、人の心を響かせ価値を高めることができる「クリエイティブ・ディレクター」の役割とその拠点づく
り本学が担うことで、広く社会に向けて、伝統文化のイノベーションサイクルを可視化・具現化する拠点の形
成を行う。【研究成果の評価指標：開発された製品の国内外での展示会での発表件数、メディア掲載件数】

（２）期待される研究成果

【大学の将来ビジョン】
本学は、平成29年（2017年）に策定した「学園中期計画2017-2021」において、その目指すものとして以下

の点を掲げている。

　■①学園の使命

　瓜生山学園は、学園創設者が提唱した「藝術立国」の理念のもと、他者を思いやる「想像力」と新たな価値
を生み出す「創造力」を育み、その力を社会の変革に役立てることのできる人間の育成をはかり、社会課題の
解決と世界の平和に貢献することを使命としています。

　■②教育について

　「藝術立国」の理念のもと、教養教育、基礎教育、専門教育の全てを通して「人間力」と「創造力」を育
み、特色ある教育手法と社会連携にやる実践的な学びによって、新たな価値を社会に発信し続けることのでき
る自立した人間を育成します。

　■③研究・社会貢献について

　伝統と革新が共存する京都の都市特性のもとに、学園の各設置校の特長を活かした社会連携活動を推進し、
地域社会の課題解決に寄与します。研究においては、「伝統と創造」「自然と人間」「芸術と教育」など「藝
術立国」の理念から導かれるテーマに沿った特色ある研究を進め、そこから得られた知的財産を教育に還元
し、社会の発展に貢献します。

　上記を受け、大学の将来ビジョンについて、「社会実装・社会連携を全学的に推進しブランド力の向上につ
ながる成果を創出します」と定めている。
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ブランディング戦略のイメージ図
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■1．京都造形芸術大学の将来ビジョンとブランディング戦略

　本学は、平成29年（2017年）に策定した「学園中期計画2017-2021」において、その目指すものとして以下の
点を掲げている。

　①学園の使命

　瓜生山学園は、学園創設者が提唱した「藝術立国」の理念のもと、他者を思いやる「想像力」と新たな価値
を生み出す「創造力」を育み、その力を社会の変革に役立てることのできる人間の育成をはかり、社会課題の
解決と世界の平和に貢献することを使命としています。

　②教育について

　「藝術立国」の理念のもと、教養教育、基礎教育、専門教育の全てを通して「人間力」と「創造力」を育
み、特色ある教育手法と社会連携にやる実践的な学びによって、新たな価値を社会に発信し続けることのでき
る自立した人間を育成します。

　③研究・社会貢献について

　伝統と革新が共存する京都の都市特性のもとに、学園の各設置校の特長を活かした社会連携活動を推進し、
地域社会の課題解決に寄与します。研究においては、「伝統と創造」「自然と人間」「芸術と教育」など「藝
術立国」の理念から導かれるテーマに沿った特色ある研究を進め、そこから得られた知的財産を教育に還元
し、社会の発展に貢献します。

　上記を受け、大学の将来ビジョンについて、「社会実装・社会連携を全学的に推進しブランド力の向上につ
ながる成果を創出します」と定めている。
　以上のように、学園および大学の将来ビジョンについては、理事会で承認をされた後、平成29年4月の全学教
職員総会で全教職員に冊子資料の配布とともに、プレゼンテーションを行った後、「パブリックコメント」の
収集とその反映も行った。
　また、本学の対外的ブランド価値を高める活動を強化するため、平成29年度より社会連携担当副学長として
新たに小山薫堂を迎え、その伝統文化や地域の抱える課題解決に寄与するプロデュース能力とネットワークを
十二分に活用するためのブランディング推進組織（メンバー：社会連携担当副学長、大学事務局長、法人企画
課長、広報担当リーダー、入学課長）を立ち上げ、戦略的にブランディングに取り組んでいる。

■2．本事業の対象（ステークホルダー）の検討

　本研究ブランディング事業の対象として本学が想定しているのは、以下の対象である。

　①企業・自治体：「伝統文化に具体的なイノベーションを創出できる芸術大学」というブランドを構築する
ことにより、研究教育連携の強化を推進し、さらにはそのブランドイメージを有する大学で学んだ学生の雇用
先の創出につながることを期待。

  ②受験生：「社会の課題解決に寄与する社会実装力の高い芸術大学」というブランドにより「一方的な感情
表現に留まりがちで卒業後の進路に不安」という芸術大学に描かれがちなイメージとの明確な差別化を実現す
る。

  ③在学生：「京都文芸復興」「藝術立国」を建学の精神とする芸術大学で学ぶことへの誇りの形成と社会課
題の解決に具体的に寄与する活動に参加することによる学習機会の提供を実現する。

  ④地域住民：「京都に京都造形芸術大学があってよかった」と具体的な実感をもって語られることを目指し
た研究成果の還元を実現する。

■3．事業を通じて浸透させたい本学のブランドイメージ

　①「伝統に新たな創造的価値を付与する大学」

　②「表現を社会実装し社会の変革に寄与できるクリエイティブな人材を輩出する大学」
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■4-1．現状の自大学のイメージ分析及び認知程度に関わる把握・分析内容

　①企業・自治体：「従来の芸術大学とは一線を画した海外のビジネススクールのような、意思決定と行動の
スピード感のある大学」「社会の課題解決に積極的な元気な大学」（産官学連携事業を実際に取り組んだ企
業・自治体の評価）※ただし、共に仕事に取り組んでいない企業や自治体からの認知度は、開学40年というま
だ後発の大学であることもあり、それほど高くはない。

  ②受験生：「芸術大学で最も就職率の高い大学の一つ」「社会に向けた活動に積極的な勢いのある大学」
（志願者、高校教員の声）※総志願者数は、現状全国の芸術大学の中では4番手の位置につけるが、実際の全国
的な認知度はそこまでではない。

  ③在学生：「常に社会を意識した活動に取り組む芸術大学」「社会の変化に速やかに対応する動き続ける大
学」※多くの在学生が、入学前より本学のオープンキャンパスに複数回参加しており、本学の理念や教育目
標、教育内容の他大学との違いを理解して入学していることもその要因として挙げられる。

  ④地域住民：「京都芸術劇場・春秋座のある大学」「いろいろメディアで話題になる北白川の大学」※この
ように、京都の地域住民の皆様には「いろいろ」「よく聞く」程度の認知度で、本学の「らしさ」を言語化さ
れるブランド力は未だ有していない。

■4-2．上記4-1の分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討

　①企業・自治体：研究活動、成果の可視化（公開シンポジウムの開催、ケーススタディの書籍化、具体的な
連携実績の蓄積と発信など）

  ②受験生：企業、自治体、団体との具体的な活動実績の可視化（ホームページ、大学案内、オープンキャン
パスなど）

　③在学生：活動のプロセスおよび研究結果の可視化（公開シンポジウムの開催、学内セミナー、授業での事
例活用など）

  ④地域住民：研究活動、成果の可視化（公開シンポジウムの開催、ケーススタディの書籍化、メディアの活
用など）

■5．ブランディングの工程の具体性と実現可能性

　①事業内容・成果に係る情報発信期：ホームページ、事業報告書での情報発信

　②情報の到達期：ホームページ、プレスリリース

　③プロモーション期：公開シンポジウムの開催

　④関心・共感の獲得期：展示会、「魅せるアーカイブ」、学習教材の作成

　⑤協力・評価の獲得期：ケーススタディの書籍化（販売）

■6. ブランディングの工程ごとの成果指標と達成指標

　①事業内容・成果に係る情報発信期：ホームページのアクセス数

　②情報の到達期：プレスリリースの広告換算

　③プロモーション期：公開シンポジウムの来場者数、パブリシティ、SNSのリーチ数

　④関心・共感の獲得期：展示会の接触者数、パブリシティ、SNSのリーチ数

　⑤協力・評価の獲得期：書籍の販売数（ランキング）、受験者数、社会連携依頼件数
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■7．達成目標の進捗状況の把握方法

本事業のブランディング戦略の達成目標の進捗状況は以下の推移を測定し把握する。

　①受験生を対象とするイメージ調査、認知度調査の結果の推移

　②メディアの掲載件数の推移

　③ホームページのアクセス数のエリア及び閲覧ページの推移

　④社会連携の依頼件数の推移

■8．本事業最終の達成目標

大学の将来ビジョンについて、「社会実装・社会連携を全学的に推進しブランド力の向上につながる成果を創
出」を実現する。

  　①「伝統に新たな創造的価値を付与する大学」
　　②「表現を社会実装し社会の変革に寄与できるクリエイティブな人材を輩出する大学」
のブランドイメージを確立する。



４．事業実施体制（２ページ以内）
■1．本事業のリーダーシップ
　本事業の実施は、(1)学長のリーダーシップのもと、学長会において、将来ビジョンおよび研究の方針を決
定し実施する。
　※(1)学長会：理事長、学長、副学長、芸術学部長、研究科長（通学課程）、通信教育部長、研究科長（通
信教育過程）、法人事務総局長、法人事務総局次長、大学事務局長、通信教育部事務局長、法人企画課長によ
り構成され、毎週1回定例で開催し、教学運営上の重要案件について審議・意思決定を行う。

■2．本事業の主体
　本事業の中心的役割は、(2)「京都造形芸術大学　伝統文化イノベーション研究センター」（平成30年設
立）が担う。
　※(2)構成：学長の統括のもと、(5)日本庭園・歴史遺産研究センター長、 (6)舞台芸術研究センター長、
(7)ものづくり総合研究センター長、 (8)芸術学部長、研究科長、(10)京都技法材料研究会会長、(11)全学共
通工房ディレクターを中心に構成する。

■3．本事業のブランディング戦略立案
　本事業のブランディング戦略の立案およびその自己点検・評価は、(3)ブランディング推進組織で行う。
　※(3)ブランディング推進組織：社会連携担当副学長、大学事務局長、法人企画課長、法人企画課広報担当
リーダー、入学課長において構成され、本学のブランディング戦略とその施策について検討する。

■4．本事業の事務的支援
　本事業の事務的支援や、各種関係先との調整は、(4)法人企画課が担当する。
　※(4)法人企画課には、本学のブランディングに向けた発信の中心的な役割を担う「広報担当」も所属して
いる。

■5．本事業において期待される研究成果
　本事業における期待される研究成果は、大きく分けて以下の3点を考えている。
　①伝統資料のアーカイブと新たな活用法の創出（伝統文化の価値を可視化し高める）
　②公開シンポジウム、学習教材の開発、ケーススタディの書籍化（研究成果の発信）
　③新製品の開発、新市場の開拓、新生産方法の導入などのイノベーションの創出（事業化の推進）
※上記に寄与するものとして、①については特に(9) 「日本芸能史」（平成14年より開講している公開講座で
伝統文化の継承者による実演を交えた講義を中心とする）がその役割を担う。②については「21世紀 鷹峯
フォーラム」等でも実績のある(10)「京都技法材料研究会」（本学を中心とし、10社の画材メーカーが加盟）
の活動が大きく寄与すると考えている。また③については、(11)本学の全学共通工房を学内のみならず企業や
研究機関などから様々なアイディアを誘発する「オープンイノベーション」が実現できる環境へと再整備を
行っており、伝統文化にデザイン的な価値を付与する新たな製品の開発や新生産方法の導入が期待される。

■6．本事業の研究のPDCAサイクルを機能させるための「外部評価」の活用
　(12) 伝統文化の企業・職人・研究者の評価、(13)地元自治体の京都市「産業観光局」「教育委員会」の評
価、 (14)他の地域への展開可能な汎用性を持った事業であることも重要であるため、本学と包括連携協定を
締結している「青森市」による外部評価を受ける。

■7．事業全体のPDCAサイクルを機能させるための「自己点検・評価」について
(2)「京都造形芸術大学　伝統文化イノベーション研究センター」内での自己点検・評価を、(1)学長会におい
ても評価を行う。

■8．ブランディングのPDCAサイクルを機能させるための評価
(3)ブランディング推進組織による自己点検・評価の実施に加えて、(15)ステークホルダーの一つであり、外
部評価の現われとして評価指標として適切な「受験生を対象」としたイメージ調査を行う。また、定量的な調
査も必要であることから、(16)広報メディアの掲載数の推移および社会連携の依頼件数の推移などをその評価
指標とする。

　上記を丁寧に運用することで、将来ビジョン→研究方針・ブランディング戦略の立案→実施・進捗管理→自
己点検・評価、外部評価→改善行動を循環するPDCAサイクルの実効性を高める。

京都造形芸術大学
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

○「京都造形芸術大学　伝統文化イノベーション研究センター」の設置（平成30年4月）

○連携企業または団体とイノベーション創出プロジェクト3件の実施（平成30年4月～平成31年
3月）

■伝統資料のアーカイブ400件（累計530件）
○膠、墨、朱など伝統的製法が喪失の危機にある素材のアーカイブ20件（平成30年4月～平成
31年3月）
○公開講座「日本芸能史」のアーカイブ60件（累計90件）（平成30年4月～平成31年3月）
○「市川猿翁－歌舞伎資料」のアーカイブ300件とその活用法の立案（平成30年4月～平成31年
3月）
○京都五花街の一つ祇園町の「都をどり」を題材として、日本舞踊の型の継承の「モデリン
グ」手法（熟練者と若手が同じ舞台に立ち、同じ演目を舞うことができる構造）の分析とアー
カイブ（平成30年4月）
○「伝統文化におけるデザインを手段としたコンサルティング」実例のリサーチと構造分析20
件（累計40件）（平成30年4月～平成30年12月）

○「魅せるアーカイブ」を活用した伝統的な技を「教える、伝える」方法論の実践（公開シン
ポジウム開催）（平成30年秋）

○年度実績報告および次年度計画を「学長会」にて内部評価を行い、その結果を外部評価委員
会に諮り外部評価を受ける（平成31年3月）

平成31年度

京都造形芸術大学

平成29年度

■平成29年度：京都における伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点の形成に
向けた研究体制の整備およびブランディング戦略の策定
・本事業の推進にあたり、学内研究体制の整備と本研究における連携企業や連携団体、個人と
の調整を行う（「京都造形芸術大学　伝統文化イノベーション研究センター」の設立計画の策
定）
・ブランディング戦略の5か年計画の立案と対外的発信フローおよび評価検証指標の策定
・伝統資料のアーカイブ件数130件、伝統文化関係の連携団体・連携企業数10社、交流者数150
名

○「京都造形芸術大学　伝統文化イノベーション研究センター」の設立計画の立案（平成29年
10月～12月）

■伝統資料のアーカイブ（130件）
○「京都の伝統工芸品」50名の職人、「京都の仏壇・仏具」32名の職人、「京都の料理」6名
の料理人の伝統資料のアーカイブの再構成（平成29年11月～平成30年3月）
○公開講座「日本芸能史」のアーカイブ30件（平成29年11月～平成30年3月）
○「伝統文化におけるデザインを手段としたコンサルティング」実例のリサーチと構造分析20
件（平成29年12月～平成30年3月）

○年度実績報告および次年度計画を「学長会」にて内部評価を行い、その結果を外部評価委員
会に諮り外部評価を受ける（平成30年3月）

平成30年度

■平成30年度：「京都造形芸術大学　伝統文化イノベーション研究センター」の設立（研究プ
ロジェクトのスタート）
・イノベーション創出プロジェクトの実施件数3件
・ブランディング戦略の一環としての研究成果の対外的発信（公開シンポジウムの開催）
・伝統資料のアーカイブ件数400件（累計530件）、伝統文化関係の連携団体・連携企業数10社
（累計20社）、交流者数300名（累計450名）､プロジェクト件数（3件）
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目
標

実
施
計
画

目
標

■平成31年度：京都における伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点の形成に
向けた研究プロジェクトの拡充と中間評価
・イノベーション創出プロジェクトの実施件数3件（累計6件）
・ブランディング戦略の一環としての研究成果の対外的発信（事業の中間評価として国内外の
展示会3件に実績を出展、公開シンポジウムの開催）
・伝統資料のアーカイブ件数400件（累計930件）、伝統文化関係の連携団体・連携企業数　10
社（累計30社）、交流者数600名（累計1,050名）､プロジェクト件数3件（累計6件）
・伝統文化の価値を可視化し学習できる教材「伝統を学ぶ①」（仮）を作成

○連携企業または団体とイノベーション創出プロジェクト3件の実施（平成31年4月～平成32年
3月）

○国内外の展示会での3件に実績を出展し、対外的な発信と成果の可視化を行う（平成31年4月
～平成32年3月）

■伝統資料のアーカイブ400件（累計930件）
○膠、墨、朱など伝統的製法が喪失の危機にある素材のアーカイブ20件（累計40件）（平成31
年4月～平成32年3月）
○公開講座「日本芸能史」のアーカイブ60件（累計150件）（平成31年4月～平成32年3月）
○「市川猿翁－歌舞伎資料」のアーカイブ300件（累計600件）（平成31年4月～平成32年3月）
○海外における「伝統文化におけるデザインを手段としたコンサルティング」実例のリサーチ
と日本との構造の差異分析20件（累計60件）（平成31年4月～平成32年3月）

○「魅せるアーカイブ」を活用した伝統的な技を「教える、伝える」方法論の実践（公開シン
ポジウム2回開催）（平成31年夏、秋）

○伝統文化の価値を可視化し学習できる教材「伝統を学ぶ①」（仮）を作成（平成31年冬）

○年度実績報告および次年度計画を「学長会」にて内部評価を行い、その結果を外部評価委員
会に諮り外部評価の「中間報告」を受ける（平成32年3月）

平成32年度

■平成32年度：京都における伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点の形成に
向けた研究プロジェクトの拡充
・イノベーション創出プロジェクトの実施件数5件（累計11件）
・ブランディング戦略の一環としての研究成果の対外的発信（国内外の展示会3件に実績を出
展、公開シンポジウムの開催）
・伝統資料のアーカイブ件数360件（累計1,290件）、伝統文化関係の連携団体・連携企業数
10社（累計40社）、交流者数600名（累計1,650名）､プロジェクト件数5件（累計11件）
・伝統文化の価値を可視化し学習できる教材「伝統を学ぶ②」（仮）を作成
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実
施
計
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○連携企業または団体とイノベーション創出プロジェクト5件の実施（平成32年4月～平成33年
3月）

○国内外の展示会での3件に実績を出展し、対外的な発信と成果の可視化を行う（平成32年4月
～平成33年3月）

○「和膠」の現代的製法モデルの構築（平成32年4月～平成33年3月）

○「伝統文化におけるデザインを手段としたコンサルティング」メソッドの開発（平成32年4
月～平成33年3月）

■伝統資料のアーカイブ360件（累計1,290件）
○公開講座「日本芸能史」のアーカイブ60件（累計210件）（平成32年4月～平成33年3月）
○「市川猿翁－歌舞伎資料」のアーカイブ300件（累計1,200件）（平成32年4月～平成33年3
月）

○「魅せるアーカイブ」を活用した伝統的な技を「教える、伝える」方法論の実践（公開シン
ポジウム2回開催）（平成32年夏、秋）

○伝統文化の価値を可視化し学習できる教材「伝統を学ぶ②」（仮）を作成（平成32年冬）

○年度実績報告および次年度計画を「学長会」にて内部評価を行い、その結果を外部評価委員
会に諮り外部評価を受ける（平成33年3月）

平成33年度

■平成33年度：京都における伝統文化のイノベーションサイクルを高度化させる拠点の形成プ
ロセスの汎用化に向けた提言および自己点検評価
・イノベーション創出プロジェクトの実施件数7件（累計18件）
・ブランディング戦略の総括としての研究成果の対外的発信（ケーススタディの書籍化を軸に
したメディア展開、事例を可視化する公開シンポジウムの開催による）
・伝統資料のアーカイブ件数360件（累計1,650件）、伝統文化関係の連携団体・連携企業数
10社（累計50社）、交流者数1,000名（累計2,650名）､プロジェクト件数7件（累計18件）
・伝統文化の価値を可視化し学習できる教材「伝統を学ぶ③」（仮）を作成
・伝統文化のイノベーションのケーススタディを書籍化し、他地域での展開可能な汎用化に向
けた提言を行う

○連携企業または団体とイノベーション創出プロジェクト7件の実施（平成33年4月～平成33年
12月）

○国内外の展示会での3件に実績を出展し、対外的な発信と成果の可視化を行う（平成33年4月
～平成33年12月）

○「和膠」の現代的製法モデルを活用した作品制作・保存修復の実例10件（平成33年4月～平
成34年2月）

■伝統資料のアーカイブ360件（累計1,650件）
○公開講座「日本芸能史」のアーカイブ60件（累計270件）（平成33年4月～平成34年1月）
○「市川猿翁－歌舞伎資料」のアーカイブ300件（累計1,500件）（平成33年4月～平成34年1
月）

○「伝統文化におけるデザインを手段としたコンサルティング」メソッドをケーススタディと
して書籍化する（平成33年4月～平成34年1月）

○「魅せるアーカイブ」を活用した伝統的な技を「教える、伝える」方法論の実践（公開シン
ポジウム2回開催）（平成33年夏、秋）

○伝統文化の価値を可視化し学習できる教材「伝統を学ぶ③」（仮）を作成（平成33年冬）

○年度実績報告および次年度計画を「学長会」にて内部評価を行い、その結果を外部評価委員
会に諮り外部評価を受ける（平成34年3月）



６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

京都造形芸術大学

■該当事業なし




