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≪編集後記≫
中島貞夫
“藝術”25 号をお届けします。
今号より本誌の編集業務に藝術研究所が携わることとなり、立場上私がその責任者とい
うことにあいなりました。自らその任に適しておらぬことを承知の上でその責務に当る以
上、皆様の御指導、御協力のみが頼りです。幸い今号につきましては、編集委員各位が前
号に引続いての任期中ということで、専ら実務的な作業は委員の皆様のお力にすがりっぱ
なしでございました。
ただ従来より“藝術”に関し、私が抱いていた素朴な疑問を、この機に編集委員の方々
にお話しし御検討願った事項がございました。それは総合芸術大学であり実作に携わる先
生も多い本学の紀要という性格上、視覚的誌面が多いのは、むしろ一つの特色と考えられ
るが、果してその全ての内容が紀要に房わしいものかどうかという点でした。本誌への投
稿規定には、研究論文、調査報告、それに加え作品発表という項がございますが、誌面上
で発表し得る作品とは何かということになりますと、これは極めて限られたジャンルの作
品に搾られてしまうのではないでしょうか。これ迄のケースを散見していても、造形作品
の場合など誌面上の図版ではとても作品発表とは言えず、単なる新作の紹介にとどまって
いるのが実情ではないでしょうか。
ならばこうした作品発表は、どう扱うべきか。この問題の解決は、研究者の成果発表で
ある研究論文や調査報告が本誌を使用するのと同様に、実作に携わる方々にもそれに房わ
しい場が別個に考慮されることです。幸い本学には、本年度より大学博物館が開設される
運びとなりました。作品発表の多くは、この博物館を利用することで、より有効な発表が
可能となるのではないでしょうか。発表の為の場の提供のみならず、博物館ならばそれに
伴う作業（図録の作成等）のお手伝いも可能です。
更に視覚的誌面についての問題点は、調査報告の一部のものについて添付される写真に
ついてです。報告の名のもとに、いささか内容の乏しい写真が安易に使用され過ぎている
ように思えます。
こうした問題点の検討は、時間的な制約もあり今号では充分に生かされているとは申せ
ませんが、次号に向け更なる検討も加えることで、より充実した誌面づくりを図ってまい
りたいと存じます。どうぞ今後とも、御高評御忠言を賜わりますよう、よろしくお願い致
します。
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