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東京都美術館では、2014年7月26日から10月8日まで、「楽園

としての芸術」展を開催した1）（図1）。本稿は、9月15日に東

京都美術館講堂で開催された「楽園としての芸術」展の記念

講演会第2部の質疑応答を除いた記録である2）。載録にあ

たっては、加筆修正を行った。

はじめに

中原──佐久間寛厚さんは、世田谷区経堂にある絵画教室

「アトリエ・エレマン・プレザン」3）の代表でいらっしゃいま

す（図2）。ダウン症4）の方々を対象としたアトリエ創設の地

は三重県志摩市ですが、佐久間さんは、主宰者である佐藤肇

さん、佐藤敬子さん夫妻の長女である佐藤よし子さんの公私

に渡るパートナーとして、2001年より東京での活動に携わっ

てこられました。

　アトリエでは、スタッフとダウン症のつくり手の方々との

間に実に深いコミュニケーションが交わされています。それ

が「楽園としての芸術」展の会場に並ぶ、宝石のような輝き

を放つ作品の誕生の背景にあります5）（図3）。技術的な指導

を一切行わないという方針をもつアトリエで、日々どのよう

なことが起きているのか、佐久間さんに詳しくお話いただき

たいと思っております。短い時間ではありますが、創造の核

心へと迫るひと時をみなさんと共有できれば幸いです。

共感が創造を呼び起こす

中原──それでは、展覧会の会場で行われた、9月9日の公開

制作の映像をご覧ください6）（図4）。午後1時半から4時まで

の2時間半、休憩なしで16点の作品がギャラリーAで描かれ

〈楽園としての芸術〉を語る
　

佐久間�寛厚（アトリエ・エレマン・プレザン東京代表）
中原�淳行（東京都美術館学芸員）／編

図 3 	 ギャラリーBの会場風景　撮影：末正真礼生

図 2 	 佐久間寛厚氏　撮影：菊池史香（アトリエ・エレマン・プレザン）

図 1 	 「楽園としての芸術」展　チラシ　
	 作品は冬木陽の《あか》2012年
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た時のものです。佐久間さんには、7月23日（非公開）、8月の

第1週目の7日間、そして9月9日に行われた公開制作のすべて

に関わっていただきました。

　つくり手である宮
みや

地
ち

輝
てる

昂
たか

さんと佐久間さんは、最初から最

後まで頻繁に会話をされているようですが、何を話されてい

たのでしょうか？

佐久間──あまり憶えていないのです。この時はいつもと違

い、制作の場が完成した様々な作品に囲まれていて、目の前

には倉俣晴子さんの立体作品がありました。そう、輝君は晴

子さんとの思い出を話していたように思います。二人は昔か

ら一緒にやってきた仲間なのです。彼は仲間意識が強く、8

月の公開制作に描いたF100号のタイトルが《みんなでエレマ

ン・プレザン》（図5）というものであったように、晴子さん

の作品からインスピレーションを受け、アトリエへの思いが

絵に反映されていたように感じられました。

中原──佐久間さんはブログに、「9月9日の公開制作は、生

涯最高の場になった」と書かれていますが7）。

佐久間──制作の場で、つくり手と一対一になるという状況

はありません8）（図6）。ですから、普段のアトリエと単純に

は比較できません。いつものアトリエでは、気を遣うべきこ

とがたくさんあるのですが、この日は輝君のコンディション

が完璧で、やることが何もなかった。そのため制作のプロセ

スを初めて純粋に楽しむことができたのです。その点で、特

別な日だったという意味なのです。

中原──制作の様子を初めてご覧になった方も多いと思いま

す。アトリエでは、スタッフから何のサジェッションもなし

に、みなさん席に着くなりどんどん描き始めますよね9）（図

図 4 	 公開制作（2014年9月9日）の記録映像　
	 撮影（動画とも）：東京都美術館

図 5 	 宮地輝昂《みんなでエレマン・プレザン》油彩、
	 木製パネル	162×130㎝　2014年8月1日　撮影：東京都美術館

図 6 	 アトリエでの制作風景（経堂）
	 撮影：関川義之（アトリエ・エレマン・プレザン）

図 7 	 アトリエでの制作風景（経堂）
	 撮影：佐藤よし子（アトリエ・エレマン・プレザン）
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7、8、9）。

佐久間──はい。その点に驚かれる人が多いのです。

中原──公開制作の時、付き添っていらしていた親御さんに

お聞きしたら、これだけ描ける人たちなのに、家では全く描

かないというケースがほとんどした。

佐久間──そのことについては、この場できちんとお話して

おきたいことがあります。公開制作を行った同じギャラリー

Aに岡田伸次君の作品9点が横一列に並んでいます10）（図10）。

それらの作品に打たれ、感動のあまり言葉にならないといい

ながら、会場にいた僕に話しかけてこられた方が何人もい

らっしゃいました。素晴らしい、心が揺さぶられたと。伸次

君とはもう十数年来の付き合いです。間違いなく、彼は作品

と同じ煌めくような内面の世界に生きています。絵がなけれ

ば、誰も彼の世界観に気が付かないわけですが、見えなくと

も、確実に存在する世界があると僕は思っています。目に見

えないものを感じ取ろうとする態度こそ、制作の場でスタッ

フに最も求められていることです。こちらが感じようとすれ

ば、彼らは必ず応えてくれます。共感が創造を呼び起こすと

いうか、何かがぐっと動き始める。

中原──公開制作では、複数のつくり手がステージ上で制作

することもありました11）。そんな時は背後から静かに見つめ

声をかけないこともありましたね。

佐久間──制作中に言葉をかけるかどうかは、重要ではあり

ません。先ほど、中原さんが家では描かないという方の話を

されました。僕はもし家で描いたら一体どうなるかなと思う

のです。

中原──どうなるかな、とおっしゃいますと？

佐久間──描こうとしても、そこに響く人がいなければ、描

く必然性は消えてしまいます。絵を描いている時の一挙手一

投足は、彼らが我々に投げかけてくるメッセージです。様々

な色、線、かたち、それを生み出す腕の振り方ひとつひとつ

に深い意味が込められている。彼らは制作を通じて対話を試

みているのです。言葉はその内のひとつの要素に過ぎませ

ん。目線をわずかに合わせるだけで響き合うものがある。物

理的に離れていても、こちらが感じてさえいれば対話はちゃ

んと成立しています。

中原──このたびは計9回、会場にて制作を行っていただき

ました。毎回立ち会わせていただきましたが、創造の瞬間に

育まれる、美しい波動のようなものに圧倒される思いがしま

した。世田谷区経堂にある閑静なアトリエと当館のギャラ

リーA（図10、11、12）の雰囲気は、似ても似つかぬもので

す。経堂はもともと住空間で、窓からの光が柔らかく、鳥や

虫の鳴き声も聞こえます。一方、ギャラリーAはもともと彫

図 9 	 アトリエでの制作風景（経堂）
	 撮影：佐藤よし子（アトリエ・エレマン・プレザン）

図 8 	 アトリエでの制作風景（経堂）
	 撮影：佐藤よし子（アトリエ・エレマン・プレザン）

図10	 岡田伸次の作品9点が並ぶギャラリーAの会場風景　
	 撮影：末正真礼生
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刻を置くスペースであり、天井高が10メートルもあって、コ

ンクリートと打ち込みタイルの影響で音が大きく反響し、集

中を要する制作に相応しい場所ではありません。にもかかわ

らず、つくり手の方々は悪条件をものともせず、実に伸びや

かな作品の数々を生み出してくださいました。今回の公開制

作は、本来第三者が決して目にすることのできない、クリエ

イティヴな瞬間を拝見できた、素晴らしい貴重な試みだった

と思います。

佐久間──ありがとうございます。

中原──先ほど、佐久間さんは制作の場でつくり手の動作を

読み取り、彼らと対話をするとおっしゃいました。言葉を抜

きにして、どのような理解が可能なのでしょうか？

佐久間──繰り返しになりますが、重要なことは相手の内面

を感じようとすることです。感じようとする態度をとれば、

こちらの敬意が相手に伝わりますし、何かを読み取ることが

できるはずです。彼らの心に何かが響くことで、描くことの

真の動機が生まれます。投げかけに対して、こちらが応答で

きなければ、描くことの意味も残念ながら失われてしまうの

です。

中原──複数の来館者が制作を見つめる状況でも、つくり手

の方は動じず、とても楽しげに制作を終えられていました。

異なった環境の影響を、今回は受けられなかったということ

なのでしょうか？

佐久間──影響はもちろんありました。彼らは微妙なところ

で常に影響を受けています12）。それは普段のアトリエでも同

じです。季節や天候の具合によっても表現は確実に変わりま

す。制作はあらゆる要素が絡み合って進行していくのです。

僕らはそういった細部へ目を配らなければいけない。

中原──佐久間さんから、アトリエに入る時は、舞台に出る

役者のような心構えと緊張感が必要だとお聞きしたことがあ

ります。第三者にとって、スタッフの人は談笑しているだけ

で、何もしていないように見える時もありますが、何もして

いないというのは、とんだ的外れな感想ということになりま

すね。

佐久間──本当は何もしないほうがよいのです。何もしない

で彼らの素晴らしいところが出てくればの話ですけれど。こ

の話もよくするのですが、自由にしていいよといわれて、本

当に自由になれる人がいますか、ということなのです。本人

の抱えている不安やそれまでの経験などが邪魔して、ありの

ままの自分などすぐには出てこないわけです。我々は、本来

の自分を出せる状態にもっていくために、あらゆることをし

ます。元の所に戻ってもらう、というべきでしょうか。戻る

ために、無駄なものをどんどん削ぎ落としていく作業が必要

なのです。そのためにまず相手を感じようとする一途な行為

が前提になります。岡田伸次の例でいいたかったことは、ま

さにこのことなのです。周囲の人間があの絵を見て初めて彼

の世界観に気が付くようでは、そもそもあの絵は出てこない

と知るべきです。相手の一番ありのままで、一番美しい部分

を感じ取れているかどうか、ということに尽きる。

図11	 ギャラリーAの会場風景。手前は倉俣晴子の《車》2010年　
	 撮影：末正真礼生

図12	 ギャラリーAの会場風景　撮影：東京都美術館
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中原──それは相手のことをすべて受け入れる、ということ

と同義なのでしょうか？

佐久間──感じるということを言い換えれば、あなたのこと

のすべてに興味がある、という表現になるでしょうか。とこ

とん相手に惚れ込み、素敵なところをもっと見せてくださ

い、ということです。ダウン症の人たちは、こちらの気持ち

を極めて正確に感じ取ることができます。言葉など必要とし

ないほど。その結果が一枚の絵として、あるいは何かの行為

として表れてくる。

中原──彼らが描き、作品を見せたいと感じるのは、そうい

う気持ちを抱いている佐久間さんたちだからこそ、というこ

とになるのでしょうか？

佐久間──見せたいというより、一緒に盛り上がっている感

じですね。楽しいね、綺麗だねって。彼らは自分が描いたも

のと、人が描いたものを区別しません。自分が描いた絵をま

るで他人が描いたもののように、心の底から感嘆したりす

る。美のプロセスという言い方が正しいかどうかわかりませ

んが、僕たちは制作を通じて、この世界に存在する美しいと

感じる事象について、一緒になって気が付き、歓びを分かち

合っているのです。

中原──たいへん興味深いお話です。今回、展覧会の準備を

進めていくうえで驚いたことがいくつかあります。そのひと

つは、アトリエのダウン症の方々に競争心や嫉妬の感情が認

められないということでした。大好きな佐久間さんに褒めら

れたあの子みたいな絵を描きたいとか、この前自分が描いた

ような絵をもう一度描いてみたい、といった欲望がない。

佐久間──それが一体どういうことを示しているのか、とい

うことを話す立場に自分はないのですが、美を感じる心とい

うか、その背景には、ある絶対的な仕組みが存在するような

気がしてなりません。すべての人に備わっているはずの本能

といいますか。でも、いろいろな要因に邪魔されて素直には

出てこないもの。ダウン症の人たちは、その部分が我々より

はるかに柔軟で、驚くほど豊かなのです。

何もないところから、作品は絶対に生まれない

中原──佐久間さんは、ブログをよく更新されています。こ

こで2013年12月7日の「美と生命」というブログの抜粋を読ま

せていただきます。短い文章ですが、本質的なことがずばり

書かれていると感じました。ギャラリーAにパネルとして出

させていただいていまして、展覧会の図録（図13）にも収載

しています13）。

　

　美には創る人も鑑賞する人も境がなく、

　ただ経験だけがあります。

　それは切実なものであるべきです。

　美を経験することは生命の本質に触れることです。

　そこには豊かな味わいと、畏怖と敬意が生まれます。

　作品だけでなく、日々の制作の場も

　そのような美しいものでありたいと思います。

佐久間──いつもいろいろなことを考えていて、この時はこ

んな風に思っていたのです。美術とか作品とかいう枠組みに

限定すれば、もっと別な言い方があるかもしれませんが、そ

ういうことに関心はありません。

中原──もう少し具体的にお話いただけますか。

佐久間──ダウン症の人たちは、美しいものを無限に生み出

していく力をもっています。でも、それはあくまで必然とい

うべきプロセスの結果であって、僕は美しい作品を描かせた

いと思ったことが一度もないのです。また岡田伸次君の話に

戻りますが、アトリエに初めて来た頃、彼は白い紙を前にし

て何も描こうとしませんでした。しかし、ある時期から自然

に手を動かし始めた。それは、今の鮮やかな作風と全く変わ

らないものです。

中原──突然、描き出したのですか？

佐久間──見る人によっては、そのように感じられたかもし

れません。しかし、僕らからすれば突然ではありません。気

持ちというのは、絵の出来上がるずっと前から動いている。

図13	 「楽園としての芸術」展　図録表紙
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作品が仕上がる前から、完成の姿が見える時もあります。そ

の人のヴィジョンとプロセスが見えてくるのです。初めてア

トリエに来た子の絵は、当然どのようなものかはわかりませ

ん。しかし、描かれた絵がその子らしいものかどうかはわか

ります。

中原──振る舞いがぎこちないとか、絵のバランスに違和感

があったりするのでしょうか？

佐久間──個人差があるので一概にいうのは難しいですが、

何かを我慢している子は、振る舞いにしろ、完成した絵にし

ろ、小さくまとまっているように見えます。

中原──本人が気持ち良く絵を描けていない、ということに

原因があるのでしょうか？

佐久間──そうですね。そして困ったことに、ある種の人た

ちは、障害のある子の作品を「褒めて伸ばそう」などと平気

でいうわけです。そのような縮こまった絵を褒めたら、相手

はどう感じるでしょうか。自分を否定されたような気になり

はしないでしょうか。

中原──本来の姿が表れていないのに、肯定されてしまった

ということですね。

佐久間──そう。だから、これ違うよね、本当はもっと違う

姿のはずだよね、ということを周りの人間が示す必要があ

る。そのことをきちんと示せるかどうかで、次の反応が大き

く違ってくる。

中原──疑問を呈するのですね。でもそれは難しいことでは

ありませんか。つくり手は、頑張って描いたものにダメ出し

をされた、という気持ちにはなりませんか？

佐久間──それはないですね。頑張って描いたという表現は

当たっていなくて、彼らは外側から小さくまとめさせられて

しまっているわけです。そこを違うよね、と返す。すると彼

らは、あっ気が付いてくれているのかな、となるわけです。

要はその人がもつ本来の凄みを感じられているかどうか、と

いうことなのです。

中原──まだ出会って日が浅い場合もありますよね、その人

とコミュニケーションを取り始めて。どうしてその人の凄み

がわかるのでしょうか。

佐久間──感じようとするわけですよ。その人の内に秘めら

れたものを。目の前の現象がすべてではない。作品もそう。

かたちになっているものがすべてではない。見えない世界に

目を凝らすべきなのです。岡田伸次の作品にみなさん感嘆さ

れるわけですけれど、何もないところから、作品は絶対に生

まれないわけです。そもそも人として、彼には生み出すもの

と同質の深みが備わっている。でも、誰にも気が付かれなけ

れば、それは存在しないことになってしまう。気が付かれな

いことに慣れてしまった人は、決して表現しようとはしない

のです。どうせわかんないだろうって、思ってますから。だ

から、絶対にわかるよっていう態度を見せるのです。

中原──勝負に出るような場面があるわけですね。

佐久間──アトリエの制作では、スタッフが勝負に出るべき

様々なシチュエーションがあります。緊張している人に、す

るなといっても緊張は解けません。リラックスしてほしかっ

たら、まずこちらがリラックスしなければいけない。相手の

気持ちを解き放ってほしかったら、自らの心を徹底して解き

放つことです。最終的には人と人との関係ですから、スタッ

フが変われば、つくり手との関係も当然変わります。どの組

合せがいいという問題ではありません。僕のキャラクターは

あまり影響を与えず、途中から消えていくタイプです。

中原──ちょっとまた難しいお話になりました。もう少し詳

しく説明していただけますか。

佐久間──最近、障害をもつ人の作品が紹介される機会が増

えています。そこで気になっているのが、つくり手とスタッ

フとの関係です。制作の場において、全く何もしていないと

いうアトリエのことを耳にしますが、我々は多かれ少なかれ

影響を必ず相手に与えているわけです。影響を与えていない

というアトリエの人たちが、小さくまとまった作品を肯定し

ていたりする。つくり手の素の部分が出やすい影響の与え方

をしなければいけない、といつも考えています。

終わりのこと、そして本当の自由

中原──この会場にいる方で、今後、障害のある方と一緒に

制作を行っていきたいという人がいるかもしれません。そう

いう方に対して、何か具体的なアドバイスがあればいただき

たいのですが。というのも、公開制作中、あるつくり手のお

母様とお話をしていて、佐久間さんのようなクリエイティヴ

な併走者、介添え役をする人がもっと世の中に必要だという

ことになったのです。自分の娘は、偶然アトリエに籍を置く
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ことができたけれども、エレマン・プレザンはもういっぱい

だし、優れた資質をもつスタッフの数が絶対に足りていない

と。娘が味わっている幸福な時間を、もっとたくさんの方に

味わってほしいのだと。

佐久間──繰り返しますが、相手の内面を感じようと努める

ことに尽きると思います。そしてなぜ感じたいのかというと

相手が好きだから。テクニックはありません。挑戦してみた

けれど駄目だったという人に今まで何人も会ってきました。

結局、彼らは最後まで深く感じることができなかったのだと

思います。ほとんどの人が感じようとする必然性も感じてい

ない。僕は何か特別なことができる人間ではありません。こ

れは謙遜でも何でもなく、そのままの話として聞いていただ

きたい。ただ、これも繰り返しになりますが、見えているま

まがその人のすべてだとは決して思っていないのです。制作

の場で、相手は今まで一度も外に表したことがないようなも

のを差し出してくれている。こちらへの信頼の証ですね。本

当にありがたいことです。だから自分にできることはもっと

ないかと真剣に考える。アトリエの日々は、その繰り返しな

のです。難しいことはありません。どれだけ相手に惚れ込む

か。どれだけ相手の囁きに耳を傾けられるか。

中原──佐久間さんから、いつも終わりのことを考えている

とお聞きしたことがあります。この講演会の第1部で、小説

家の高橋源一郎さんが、人の抱えている「弱さの強さ」とい

うことについて触れられ、ご自身が出会った重篤な子どもを

看病する母親や英国の子どもホスピスの話をしてくださいま

した14）。そこでたいへん印象的だったのは、子どもの病に翻

弄されながらも、お母さんたちが皆一様に元気であったとい

うことでした。表面的には元気でとても明るく見えると。厳

しい現実を突きつけられている母親がなぜ快活でいられるの

か。それは、絶望の淵に立たされた彼女たちの普段開くこと

のない感覚や感情が、いっせいに動き始めた証拠なのだ、と

いうことでした。その発動の苛烈さゆえ、表面的には物凄く

元気に見える。佐久間さんのおっしゃる、終わりのこと、と

いうのはこのお話と関係があるといっていいものでしょう

か？

佐久間──それはとても深いテーマです。僕は1回ごとの現

場で、これが最後だと思って取り組んでいます。もしかした

ら、相手とはもう会わないかもしれないとさえ思う。今とい

う瞬間は、文字通り今しかありません。そう思うと、相手に

生きてきた中で最高だった、という歓びを味わってもらいた

い。制作の後には作品が残ります。当然のことながら、作品

が生まれるとつくり手はアトリエを去っていきます。その終

わりまでのプロセスが最高だったと、噛み締めて帰ってもら

いたいのです15）。すべてを出し切ってもらうことが重要で、

やり残しがあって終わるのは、自分自身に対して納得がいか

ない。その時々の最善を尽くす、ということですね。

図14	 岡田伸次の制作の様子、2014年7月23日　
	 撮影：菊池史香（アトリエ・エレマン・プレザン）

図15	 岡田伸次《水田さん》油彩、木製パネル	162×130cm　
	 2014年7月23日　撮影：東京都美術館
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中原──展覧会の開催前であった7月23日、会場で4名の方が

13点ものF100号の作品を描いてくださいました。このサイ

ズは全員が初めて挑戦される大きさとのことでしたが、みな

さん逡巡など微塵もなく、あっという間に素晴らしいタブ

ローの数々が完成していきました。展覧会の初日、ある美術

公募団体の人がそれらの作品をご覧になって、とてもこんな

伸びやかな線は引けない、と茫然としていたと人づてに聞き

ました。

　ゲルハルト・リヒターという現代最高のペインターのひと

りと目されている人がいます。例えば、岡田伸次さんが描い

た最初のF100号である《水田さん》（図14、15）は──こ	

れには「楽園」展を担当した女性の学芸員の名前が付けられ

ていますが──リヒターのタブローに勝るとも劣らない傑作

だと思います。作為的なところが全くない点が素晴らしい。

トップアスリートのような岡田さんの爆発的な集中力が生み

出した大作は、完成まで40分とかかっておらず、自由奔放な

筆遣いと絶妙なコントロールが完璧に組み合わされている。

うねるような画面は、文字通り生き生きと躍動していて、バ

ランスを取りつつ、これ以上ないほど豪快で迷いのない運筆

は、技巧派で鳴るリヒターでさえ至難の業ではないでしょう

か。加えて見るものを陶然とさせる色彩の艶やかさ。公募団

体の画家の方が呆気にとられたのも、さもありなんと思われ

ます。

佐久間──制作の現場はまさに神秘の連続です。どうしてそ

うなるのかというと、本当のところは誰にもわからない。た

だ、美しいものというのは、趣味の次元とは決定的に異なる

領域に存在しているという気がしています。好きとか、嫌い

とかいう次元では測れない普遍的なもの──自然とか生命と

か宇宙といったもの──と確実につながっている。その秘め

られた仕組みをダウン症の人たちは直感的に把握している。

いろいろ無駄なものを削ぎ落としていくという話をしまし

た。無駄なものとは「深く考える」とか「構成する」といっ

た意識の領域のことが含まれると思います。それらがすべて

無意味だとは思いませんが、本能的なるものの発動をセーヴ

してしまっている要因だとはいえるのではないでしょうか。

以前、高橋源一郎さんに話したことがあるのです。本当の自

由というものを多くの人が味わったことがないと16）。

中原──本当の自由？

佐久間──そう、本当の自由に対して、全然いいイメージが

ない。どこまでも自由になると欲望を抑えられなくなって、

最後は破綻してデタラメになってしまうとかね。でもそれは

何かに捕らわれている証拠なのです。本当の自由ではない。

しがらみをすべて取っ払った時に見えてくるもの──本当の

自由の先に見えてくるもの──とは、自然界にあるような調

和の世界だと僕は信じています。そのことは、ダウン症の人

たちが生み出す美しい作品が端的に表してくれています。

幸福と調和の世界

中原──佐久間さんと以前お話をしていて、外国から来たア

トリエの見学者に対して、自分の役割を説明するのがとても

難しく、どんな言葉が相応しいだろうかと聞かれたことがあ

ります。最近「ドゥーラ（doula）」というギリシャ語を語源

とする言葉を知り、佐久間さんたちのお仕事は、ドゥーラに

似ていると思いました。アトリエの創設者である佐藤肇さん

は、作品のことを「神様との対話の中で産み落とされた、生

命と等価なもの」17）とおっしゃっていて、描きたての作品に

触れる時は「羊水に濡れたままの赤ちゃんを抱き上げる産婆

さんのよう」18）だと表現されています。ドゥーラとは、助産

師や産後の心身が不安定な母親に付き添う人のことをいいま

すが、イギリスには死にゆく人を見送る緩和ケアの看護師の

こともドゥーラと呼ぶNPOがあるそうです19）。生と死とい

う人生における決定的な場面に関わる人たちのことなのです

ね。佐久間さんたちスタッフも、相手に寄り添い、揺るぎな

い信頼関係の中で、未知なる世界を旅する介添え役を担って

いる。まさにドゥーラと呼ぶべきお仕事ではないでしょう

か20）。

佐久間──ドゥーラですか。ああ、いいと思います。僕らの

最大の役目は彼らを安心させることですから。

中原──高橋源一郎さんは、自分が訪れた子どもホスピスは

限りなく優しい場所だった、とおっしゃっていました。エレ

マン・プレザンのアトリエも本当に優しい場所です。部屋に

差し込む光の印象については、いろいろな人が触れています

が、初めてお訪ねした午後の光の美しさを忘れることはでき

ません。

佐久間──アトリエの環境や置いてあるもの、画材などに特

別なものは何もありません。スタッフだって、申し上げてき

たように、特別なことをしているわけではありません。ダウ

ン症のつくり手も創造の瞬間には、確かに凄いエネルギーを

発しているわけですが、振る舞いそのものが特別なわけでは

ない。それでは、何が違うのかといえば、そこで起きている

ことに各人が気付いている、ということだと思います。先ほ

どの「終わりの話」とも通じますが、気付くことで何気ない

ものが瞬く間に輝きを帯び、特別な意味をもち始める。そし
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て、かけがえのない対象を慈しむ気持ちが、新たな美しいも

のを生み出すことへとつながっていく。

　例えば外で雨が降っているとします。普段でしたら、あっ

雨だなと思っておしまいになる。しかし、不思議なもので、

アトリエがある日はその雨にも深い意味があると感じられ

る。二度とない、今という時間をかけがえのないものとして

捉えることのできる刹那です。そして、その感覚はアトリエ

にいる全員が共有していて、創造の予兆となり得ています。

目の前にあるコップが、ただのコップではないと思える感受

性をみんながもっている。かけがえのなさという感覚は、自

分は満たされていて幸福なのだ、という意識ともつながって

いると思います。幸福や調和を感じる心の動きも、特別な空

間や時間を必要とするものではありませんから。

　東京のアトリエに、公開制作にも加わってくれた鵜沢恵子

さんというつくり手がいます。彼女は絵のモチーフに「しゃ

もじ」をよく採り上げます。それはたいへん美しいものです。

もちろん美しいしゃもじを描いているわけではありません。

ごくごく普通の道具に彼女が光り輝くような美しさを見出し

ていて、それが絵に表れているのです。

中原──ダウン症の方々が世界を見つめる、無垢であるが故

の鋭敏な眼差し。そして、佐久間さんたちスタッフのみなさ

んが、ダウン症の方々へ注ぐ真摯で透明な眼差しには、相通

ずるものがあるのではないでしょうか。

　本日は貴重なお話の数々を本当にありがとうございました。

佐久間──ありがとうございました。
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書店、2013年、pp.	9-10。

17）	 佐藤肇、佐藤敬子「絵に命が吹き込まれる時」、『いいんだよ、その
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19）	 後藤絵里「生の終わりに」、『朝日新聞GLOBE』、朝日新聞社、2014

年8月17日。
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永続する色彩をもとめて
──ポール・シニャック《髪を結う女、作品227》における
　　エンコースティックの試み

大橋�菜都子



18

はじめに

　《髪を結う女、作品227》（1892年、個人蔵）（図1）は、新印

象派の画家ポール・シニャック（1863-1935）がエンコース

ティックで描いた唯一の作品である1）。現在はあまり聞き慣

れないかもしれないが、エンコースティック（英encaustic,	

仏encaustique）は「焼き付ける」という意のギリシア語

enkaustikosに由来し、蝋画技法とも呼ばれるものだ。基本

的には蜜蝋に顔料を混ぜ絵具とし、最後に熱を加え焼き付け

て仕上げる技法で、古代ギリシア・ローマで用いられた。エ

ンコースティックの技術は紀元前4世紀頃から使われ、6世紀

から7世紀頃までビザンティンでイコンを描く際に用いられ

た後は、西洋絵画ではテンペラ、フレスコ、油彩に代わり、

忘れ去られていった2）。しかし、18世紀中頃から再び関心が

高まりこの技法に関する研究書が出版されるようになる。

　本稿で考察するエンコースティックによる《髪を結う女、

作品227》は、縦59センチ、横70センチの画面に、化粧室で髪

を整える画家の恋人ベルト・ロブレスが描かれている。鏡に

向かうベルトは長い髪を束ねて丸くまとめたシニョンという

髪型で、その上部の髪を両手の指先で整えている。化粧台に

二つずつ配された化粧小瓶と陶器、壁面に散らされた団扇や

鏡の映り込みがリズミカルな画面を作り出している。1892年

に完成した本作品は、この頃のシニャックのほかの作品と同

じく色彩を小さな点に分割する点描技法によるものだ。この

技法に加え、絵具を使用する度に蝋を熱するエンコース

ティックを用いた本作品の制作には、相当な時間がかかった

ことが想像される。

　興味深いことに、本作品の構想が始まるのは、新印象派の

創始者で彼の盟友ジョルジュ・スーラ（1859-1891）が31歳の

若さで急逝した1891年であった。シニャックという画家個人

にとっても、新印象派という絵画運動にとっても、大きな転

換期となる時期に新しい技法への挑戦が実践されたわけであ

る。

　これまで《髪を結う女、作品227》については、展覧会カタ

ログなどにおいて考察がなされ、制作をめぐる状況が明らか

にされてきた3）。しかし、シニャックがなぜ本作品のみにエ

ンコースティックを用いたかという問題については、制作に

際し時間的、労力的に困難であるという指摘4）のほかは踏み

込まれておらず、検証が十分とは言い難い。この問題につい

ては、作品に対する同時代の評価や、制作前後の画家の状況

を考慮し、多角的に考察することが重要であると考える。

　本稿ではまず、《髪を結う女、作品227》に関する先行研究

を踏まえたうえで、同時代の技法書に基づき、シニャックが

エンコースティックという技法に期待した絵画的効果を確認

する。次に、シニャック自身が出展した際の展覧会評を手が

かりに、本作品およびその技法が、当時どのように捉えられ

ていたかを検証する。以上のことから、シニャックが《髪を

結う女、作品227》に限ってエンコースティックを用いた要因

を検討し、シニャックの画業における本作品の位置づけを明

らかにすることを試みる。

1．シニャックとエンコースティック

　シニャックがエンコースティックで《髪を結う女、作品

227》を描いた背景には、スーラの死が大きく関わっているこ

とが指摘されている。マリーナ・フェレッティ・ボキヨンに

よれば、この作品は、スーラによる《白粉をつける女》（1888-

永続する色彩をもとめて
──ポール・シニャック《髪を結う女、作品227》における
　　エンコースティックの試み

大橋�菜都子（東京都美術館学芸員）

図 1 	 ポール・シニャック	《髪を結う女、作品227》1892年
	 エンコースティック、裏打ちされたカンヴァス　個人蔵
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90年頃、コートールド美術館）（図2）から多大な影響を受け

描かれた5）。まず、制作の経緯と画面に見られる影響を確認

していこう。

　シニャックが本作品の制作に着手したのは、1891年3月の

スーラ急逝後のことであった。同年5月にシニャックは、美

術批評家フェリックス・フェネオン、新印象派の画家マクシ

ミリアン・リュスといった生前スーラと親しかった友人と一

緒にスーラのアトリエを整理し、その目録作成に携わり、翌

92年に開催するスーラの追悼展示の準備に取り掛かってい

た。この過程で、シニャックはスーラの《白粉をつける女》

を再び目にし刺激を受け、同じく身支度をする室内の女性を

描いたとされる。

　一人の女性が室内で身支度をする様子を描いたこの二作品

には、多くの類似点が見受けられる。画中の女性はいずれも

画家の恋人で、シニャックはベルト・ロブレス、スーラはマ

ドレーヌ・ノブロックをモデルとした6）。両者の装いを見る

と、白いレースのような肩紐、赤紫の胴部に黄色のスカート

で表わされ、色彩と形態がほぼ同一である。また、鏡、化粧

小瓶といった調度類も共通して描かれ、マドレーヌの鏡に結

ばれたリボンと、ベルトの肩に付けられた黄色のリボンも類

似する。さらに、マドレーヌのいる室内には、窓のような日

本風の装飾が施され、ベルトの化粧室には団扇が飾られてお

り、両作品に日本趣味が見られる7）。

　しかし、両作品の全体の印象は異なり、マドレーヌは青を

基調とした背景に重厚感のある姿で表わされているのに対

し、後ろ姿のベルトは温かな色調を用いて気品ある様に描か

れている。シニャックは、柔らかい曲線を多用し、装飾的な

画面を作り上げている。また、明らかに異なるのは技法で、

スーラが油彩で描いたのに対し、シニャックはエンコース

ティックを用いた。

　この新しい技法への挑戦も、スーラの死が大きな契機と

なったと考えられる。シニャックはスーラの死後そのアトリ

エを整理した際に、スーラが新印象派の様式を確立したとさ

れる記念碑的大作《グランド・ジャット島の日曜日の午後》

（1884-86年、シカゴ美術館）（図3）を再び目をする。シニャッ

クと一緒にスーラのアトリエを整理したフェネオンは、その

絵具の変化を以下のように伝えている。

1885年終わりから1886年にスーラが用いた絵具によって、

この歴史的な作品は輝く魅力を失ってしまった。ピンクと

青は保持されているが、ヴェロネーゼ・グリーンは今やオ

リーヴ色に、光を表したオレンジの色調はただの穴になっ

ている8）。

　フェネオンの記述からは、鮮やかなヴェロネーゼ・グリー

ンはくすみ、オレンジの絵具も黒ずんだ様子がうかがえる。

残念ながらこのことを語るシニャック自身の言葉は知られて

いないが、一緒にアトリエ整理をしていたシニャックもこの

変化に気づいたであろう9）。フェネオンが言及したヴェロ

ネーゼ・グリーンについては、以前シニャック自身も「たっ

た2日で変色する」という不満を述べている10）。今日彼らの目

にした色彩を知る術はないが、《グランド・ジャット島の日曜

日の午後》の変化を目の当たりにしたシニャックは、自らの

作品の経年変化にも危惧を覚えただろう。この出来事をひと

つのきっかけとして、シニャックは色彩が変化しない技法を

実践し始めたと考えられる。

　年月を経ても変化しない色彩を求めてシニャックが着目し

たのが、エンコースティックであった。1891年12月、友人の

画家アンリ=エドモン・クロスに宛てて、色彩が「非常に変わ

図 2 	 ジョルジュ・スーラ	《白粉をつける女》1888-90年頃　
	 油彩、カンヴァス　コートールド美術館

図 3 	 ジョルジュ・スーラ《グランド・ジャット島の日曜日の午後》	
	 1884-86年　油彩、カンヴァス　シカゴ美術館
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りやすい油絵具に嫌気がさし」て、「エンコースティックを試

してみようと思う」と手紙を送っている11）。

　シニャックが手紙にのこした言葉から、彼が油彩の代わり

にエンコースティックを用いることで、色彩の変化を防ぐこ

とができると信じていたことが分かる。なぜ、エンコース

ティックにそれほど期待したのであろうか。ボキヨンによれ

ば、シニャックはアンリ・クロとシャルル・アンリの共著『エ

ンコースティックと古代の絵画技法：歴史と技法』12）（1884年）

を参照し、技法の手引きとしていた13）。クロは彫刻家で、ア

ンリはスーラやシニャックと交友のある若手の科学者であっ

た。シニャックがこの技法書を手にした背景には、身近な知

人の著書であったことに加え、この技法に対する当時の関心

の高まりがあったと考えられる。そこで、次節では、19世紀

末にエンコースティックが注目された背景と、技法書から分

かるこの技法の特徴を検証する。

2．19世紀末におけるエンコースティック

　近代におけるエンコースティックへの関心の高まりは、18

世紀中頃にまで遡る。18世紀を通して、イタリアのヘルクラ

ネウムやポンペイなどの古代遺跡が相次いで発掘され、遺物

や古代の人々の生活や文化にまつわる情報がパリにももたら

されていた。この頃発見されたエンコースティックで描かれ

た肖像画について、エジプト学者のプリス・ダヴェンヌは、

「3000年を経てもなお魅力的な鮮やかさで、すべての色彩は

彩色された時のままで、大変調和のある色調」と評してい

る14）。数千年を経ても褪色しないと見なされた技法は他の学

者や画家からも注目を集め、エンコースティックの技法をよ

みがえらせる方法を記した研究書が出版された15）。18世紀中

頃から、エンコースティックによる作品が王立絵画彫刻アカ

デミーにも展示され、古代の技法の再現方法をめぐり『百科

全書』の編纂者であるドゥニ・ディドロも交え、活発に議論

が行われた16）。

　19世紀初頭には、エジプトのファイユームからエンコース

ティックによる鮮やかな色彩の木の板が大量に出土し、さら

なる関心を集めた。その板にはミイラ棺桶に付す肖像画（図

4）が描かれていた。これらはルーヴル美術館にも所蔵された

ため17）、画家たちも実物を見ることができたと思われる。19

世紀のサロン（官展）にはエンコースティックで描かれた作

品の展示記録が残るほか18）、シニャックの敬愛する画家ドラ

クロワは、壁画《ヤコブと天使の闘い》（1856-61年、サン=

シュルピス聖堂）（図5）を描く際に蝋を用いている。

　新印象派の画家では、ルイ・アイエが1880年代後半からエ

ンコースティックによる作品を制作した19）（図6）。アイエは、

シニャックと同様に絵具の色彩変化に高い関心を示した画家

で、支持体にも厚紙やキャラコを用いるなどさまざま工夫と

実験を繰り返していた。また、アシール・ロジェもエンコー

スティックではないが、蝋を使った作品を制作した。《エニ

シダのある道》（1900年頃、ヴァルラフ=リヒャルツ美術館）

は、蝋、ステアリン酸亜鉛、油を混ぜた絵具を熱しながら描

かれたことが判明している20）。

　こうした状況を踏まえるならば、この時代にエンコース

ティックが決して珍しい技法ではなかったことが分かるだろ

う。1866年から出版されたピエール・ラルースによるフラン

ス語の百科事典にも、エンコースティックという項目が掲載

されている。ラルースは、エンコースティックが溶かした蝋

に顔料を混ぜ、温めながら使用する古代の絵画技法であるこ

図 4 	 《女性の肖像画（通称、ヨーロッパの女性）》120-30年　
	 エンコースティック、板　ルーヴル美術館

図 5 	 ウジェーヌ・ドラクロワ	《ヤコブと天使の闘い》1856-61年　
	 油彩・蝋　サン＝シュルピス聖堂
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と、古代には数種のエンコースティックが用いられていたこ

と、その歴史はプリニウスの『博物誌』によると紀元前4世紀

にまで遡ることを説明したうえで、現代的な使用法や具体的

な配合量も記述している21）。

　シニャックが参照したとされる『エンコースティックと古

代の絵画技法：歴史と技法』も、このようなエンコースティッ

ク復興の流れのなかで1884年に出版されたものだ。この著作

は、エンコースティックの歴史、象牙や彫像の彩色に用いる

例などの紹介のほか、エンコースティックでの絵画制作に必

要な道具の図（図7）や顔料に対する蝋の割合といった実践的

な手法を収めている。

　この著作によれば、蝋を用いるエンコースティックは油彩

に比べ、使用できる色彩の幅が広く、速乾性があり加筆が容

易であるという。耐久性においては、「剥離しない、日光や

室内の温度で変質しない。蝋は湿気や虫から下地を守る。ほ

とんど埃を寄せつけない、そして時間の影響を受けない」と

説明されている22）。また、「蝋は色調に絹のような光沢を与

え」ること、「彫刻の美に似た立体感」を付与できることが特

徴として挙げられている23）。《髪を結う女、作品227》には、

光沢や立体感を観察することはできないが、年月を経ても変

質しないという点が、シニャックにとってはこの技法のもっ

とも優れた特色であったに違いない。また、《髪を結う女、

作品227》はもともと化粧室の装飾画として制作されたた

め24）、温湿度の変化に強いという点においても、エンコース

ティックは本作品に相応しい技法であった。

　19世紀後半にエンコースティックを扱った著作はほかにも

出版されており、シニャックは『エンコースティックと古代

の絵画技法：歴史と技法』以外からも、この技法の情報を得

ていたと考えられる。スーラが参照していたことでも知られ

るシャルル・ブランの『デッサン諸芸術の文法』（1867年）は、

新印象派にとって重要な著作であり、エンコースティックに

よる絵画の項目も掲載されている。ブランは、18世紀半ば以

降のエンコースティック復興の歴史を紹介し、ダヴィッドの

弟子でエンコースティックを用いた画家パイヨ・ド・モンタ

ベールを挙げながら、技法の利点を述べている25）。ブランが

現代の画家たちがエンコースティックを採用しないことに疑

問を呈していることから、この技法が当時少数の画家のみに

支持されていたことが分かる。このエンコースティックの記

述は、ローマ帝政期のギリシア人著述家プルタルコスの引用

で結ばれる。「これがエンコースティックによる絵画！	時が

決して消し去ることはない」26）。

　画家ガブリエル・ドゥノーは、『エンコースティックと古代

の絵画技法：歴史と技法』を踏まえ、1890年に『エンコース

ティックによる絵画』27）を出版した。この著作は、古代の技

法のうちエンコースティックに特化し、実用書として簡潔に

まとめられたものだ。ドゥノーは本文冒頭で、芸術に関心の

あるすべての人々は、「もっとも美しい作品が年月によって

変化し、その鮮やかな色彩、色調の繊細さ、輝きを失い、瀝

青の色彩を得て、くすみ、黒くなり、完全に変質するのを見

ることを心配する」28）と述べたうえで、エンコースティック

による古代ギリシアの作品は「その輝きとみずみずしさを

失っていない」29）とし、この技法が実現する色彩の永続性に

重点を置いている。

　このように、19世紀末は、エンコースティックの実践的な

方法とその利点や効果について研究が進み、画家たちは情報

を容易に得られる時代であった。当時の研究書においてエン

図 6 	 ルイ・アイエ《穀物市場》1887年　
	 エンコースティック、キャラコ　個人蔵

図 7 	 エンコースティックの道具
	 『エンコースティックと古代の絵画技法：歴史と技法』第19図
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コースティックは、シニャックが求めた変質しない絵具に適

う、時の影響を受けない技法として紹介されていた。シ

ニャックは、それらの著作を参照しながらエンコースティッ

クに挑戦し、《髪を結う女、作品227》を描いたのだろう。エ

ンコースティックという技法が理論上は永続的に色彩を保つ

方法と考えられた当時、《髪を結う女、作品227》におけるシ

ニャックの挑戦はどのように受け取られたのだろうか。次

に、本作品に言及した展覧会評から、シニャックの試みに対

する同時代の反応を確認したい。

3．《髪を結う女、作品227》の同時代評

　本作品は、1892年初頭に完成したのち、3月には第8回アン

デパンダン展（独立芸術家協会展）に出展された。続いて、

1892年から93年にはパリのオテル・ブレバンで開催された新

印象派絵画展、1893年にはブリュッセルのレ・ヴァン（20人

会）による第10回展、アントウェルペンのアソシアシオン・

プール・アール（アントウェルペン芸術協会）による第2回展

と、わずか2年間で4回にわたり出品された30）。

　《髪を結う女、作品227》は、シニャックの生前には《化粧

室のためのアラベスク（エンコースティックによる絵画）》と

題され展示されていた31）。タイトルは反復する複雑な装飾文

様を示す「アラベスク」とエンコースティックという技法を

明示している。シニャックが本作品を化粧室の装飾画として

制作したことと、油彩ではなく敢えて別の技法を用いていた

ことが強調されていた。

　管見の限りでは、第8回アンデパンダン展のうち本作品に

触れた展覧会評は6件、オテル・ブレバンの展覧会評のうち1

件、レ・ヴァンによる展覧会評のうち1件の合計8件である32）。

ほとんどの批評が作品タイトルを挙げたのみで、内容には言

及していない。しかし、駆け出しの美術批評家シャルル・ソ

ニエはアンデパンダン展の批評で、技法に触れながら本作品

を評価した。

ジョルジュ・スーラのいくつかの絵画──《グランド・

ジャット》──において、色彩は褪せた。そうして明る

かった部分は陰に変わった。それぞれの色調が正確な色
ヴァルール

価

を持つ技法において事は重大だ。こうした予期せぬ危険を

常に案じていたポール・シニャック氏は、完璧な製法によ

る色彩を用意することで、褐色の髪の女性が身支度をする

化粧室の魅力を鮮やかなまま保つために、永続的な技法で

あるエンコースティックによる古代の絵画をよみがえらせ

ている。優雅で調和のある色調、特別な黄色は、室内装飾

の煌めく輪郭に沿ってその輝きを並べる。調度品の曲線か

ら生まれたすらりとしたアラベスク、散らして配された日

本の屏風、美しい曲線の親密なオブジェ33）。

　スーラやシニャックら新印象派の画家たちは、同時代の色

彩理論や光学の研究を参照しながら、入念に選んだ色彩を小

さな筆触で画面に配した。そのような色彩が数年で変化する

深刻さを理解したうえで、ソニエはシニャックの用いたエン

コースティックを取り上げた。ソニエにとって、この技法は

「完璧な製法」で、色彩の鮮やかさを保つ「永続的な技法」で

あった。その技法で実現した「優雅で調和のある色調」と、

モティーフが生み出す画面の装飾性を称賛した。ソニエが

「日本風の屏風（écrans	 japonais）」と記述したのは壁に散ら

された団扇を指すものと考えられるが、本作品にはこのほか

にも化粧小瓶や陶器など多くの身の回りのものが描かれてい

る。ソニエは、オテル・ブレバンでの展示に際して執筆した

批評でも本作品に触れ、画面に描かれた室内装飾は画家の

「驚くべき配慮」を表し、化粧小瓶や鏡の形態とその色調が

「幸運な調和のなかに溶け込んでいる」と高く評価した34）。

　《髪を結う女、作品227》に対する言説が限られる一方で、

シニャックが併せて展示した海景画には、ほかの批評家も好

意的な評価を寄せている。シニャックは、本作品を最初に発

表したアンデパンダン展に、《コンカルノー、夜、作品220》

（1891年、メトロポリタン美術館）（図8）を含む海景画5点を

一緒に出品した35）。例えば、フェリックス・フェネオンはア

ンデパンダン展の批評に筆を割いたが、《髪を結う女、作品

227》には触れず、シニャックの海景画の連作を「海の時間と

季節を象徴的に表している」と評し、ヨットの帆の美しさな

どに触れ、称賛している36）。

　《髪を結う女、作品227》は、同じ時期にシニャックが描い

た海景画に比べ、展覧会評に取り上げられることは少なかっ

た。19世紀末のパリにおいて、エンコースティックは少なく

とも画家や美術批評家の間では知られたものであったが、シ

ニャックが技法をタイトルに明記したにもかかわらず、多く

の注目を集めるものではなかった。しかし、シニャックが本

作品を2年間に4回出展したことを考慮すると、画家自身はエ

ンコースティックで描いたこの作品にある程度満足していた

のだろう。しかしながら、シニャックは本作品以降、エン

コースティックを一度も用いることはなかったのだ。それで

は、なぜシニャックはエンコースティックから離れていった

のだろうか。

4．新たな挑戦へ

　シニャックは、エンコースティックを採用した動機を「非

常に変わりやすい絵具に嫌気がさし」て試みたと明確に書き

残しているが37）、残念ながらそれを継続しなかった理由に関

する画家自身の言葉は見当たらない。これまで、その大きな

要因は、新印象派の時間のかかる点描技法に加え、一筆ごと

に温めるというエンコースティック特有の制作上の困難さだ
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とされてきた38）。もちろん、そうした物理的問題もエンコー

スティックから離れる要因のひとつであったと考えられる。

しかし、シニャックが色彩の永続性を確信できる代替手段を

見出したのでなければ、制作の困難さのみがエンコース

ティックを継続しなかった理由であったとは考え難い。

　絵具の変化と色彩の永続性に対するシニャックの関心は、

《髪を結う女、作品227》以降も失われたわけではない。例え

ば、《髪を結う女、作品227》でエンコースティックを試みた

1892年から6年後の1898年、シニャックは1886年にエドゥ

アール社の絵具で描いたある作品をブロックス社の絵具で彩

色し直している39）。ブロックス社はシニャックが懇意にして

いたアントワープの絵具小売商で、シニャックはここから絵

具をわざわざ取り寄せていた40）。良い画材に巡り合ったこと

も時間のかかるエンコースティックに頼る必要がなくなった

ひとつの理由かもしれない。しかし、エンコースティックは

古代の作例からかなりの年月を経ても鮮やかな色彩を保つこ

とが示されていたのに対し、ブロックス社の絵具はすぐに耐

久性を実証し得なかったはずで、変化しない絵具としては、

エンコースティックに代わる方法にはなり得ない。つまり、

シニャックは永続する色彩への関心を持ち続けていたが、そ

れが彼にとって第一義的な関心ではなくなったと考えるのが

妥当であろう。

　《髪を結う女、作品227》を制作した頃のシニャックを取り

巻く環境は、大きな変化を迎えていた。1891年に新印象派の

創始者スーラが急逝する。1892年に《髪を結う女、作品227》

を完成させたシニャックは、1892年3月24日、恋人ベルトを

連れてブルターニュのベノデ港からヨットで南仏に旅立っ

た。

　4月14日に地中海に出たのち、5月初旬にサン=トロペを見出

したシニャックは、この地に別荘を借りた。その後、約10年

にわたるパリとサン=トロペを行き来する生活が始まる。ま

ばゆい南仏の光は、シニャックにこれまでとは異なる色彩感

覚を与えた。この地に移った最初期の作品のひとつが《サン

=トロペの松林》（1892年、宮崎県立美術館）（図9）であるが、

パリやその近郊で描いた作品と比較すると、より自由な色彩

が用いられている。風景としての町並みや木々は目に映る世

界の再現であるが、その色彩は現実の世界から解放され、豊

かなものとなっていった。

　この南仏の旅から、シニャックは水彩に取り組むようにな

る。この旅の4年前となる1888年、ピサロはシニャックに水

彩を勧め、水彩は「有用かつ大変実用的」で、たった数分で

「空の移り変わり、ある透明な印象、情報のたくさんの小さ

な断片」を描きとめることができると伝えていた。それにも

関わらず、1892年までシニャックは、数点の例外を除くと油

彩でのみ色彩を用い、習作においても水彩を試みることはな

かった41）。しかし、シニャックはサン=トロペに向かう途中

から水彩を試み始め、到着後も色彩溢れる南仏の風景を水彩

で素早く描いていった。シニャックはピサロに水彩を試み始

めたことを手紙で伝えており、「情報を集めるには大変有用

な手段であることは分かったが、これを使いこなすにはずい

ぶんと時間がかかるだろう」42）と述べている。

　もちろん、物理的な問題でいえば、エンコースティックに

は特殊な道具が必要とされ、自らのヨットで南仏に向かった

シニャックがそれらを持参したとは考えにくい。旅の途中で

目にした風景を描きとめていくには、水彩が適していたのだ

ろう。しかし、サン=トロペに到着後もシニャックは水彩で

描き続け、水彩画を展覧会に出品するようになり、やがて水

彩で描くことがシニャックの画業で大きな位置を占めるよう

図 8 	 ポール・シニャック	《夜、コンカルノー、作品220》1891年　
	 油彩、カンヴァス　メトロポリタン美術館

図 9 	 ポール・シニャック《サン=トロペの松林》1892年　
	 油彩、カンヴァス　宮崎県立美術館
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になっていった。1900年には油彩画に限定された展覧会に対

し、「絵画の展覧会で、素描の白と黒、水彩の淡い色調ほど

目を喜ばせるものはないだろう」と自身の水彩画の出品を主

張するほどであった43）。

　さらに、シニャックの絵画表現の変化をみていくと、彼は

《髪を結う女、作品227》の頃から装飾画への関心を高め、大

型の装飾画に取り組んでいく。1892年、シニャックはサン=

トロペで縦195センチ、横131センチ大の《井戸端の女たち》

（1892年、オルセー美術館）（図10）に着手した。シニャック

は、装飾画とは、ほの暗い室内に光をもたらすものと考えて

お り44）、 こ の 作 品 に は、「 薄 明 か り の 中 の パ ネ ル 装 飾

（décoration	pour	un	panneau	dans	la	pénombre）」という副

題が付されている。このほか、注文制作ではないが壁画を意

識して描かれた《調和の時代》（縦300センチ・横400センチ、

1893-95年、モンルイユ市役所）（図11）や、「人民の館のため

のパネル（panneau	pour	une	Maison	du	Peuple）」　と副題を

付けて発表された《解体する人》（縦250センチ・横152セン

チ、1897-99年、ナンシー美術館）など、シニャックは装飾画

を意欲的に手掛けていった。

　《髪を結う女、作品227》以後、シニャックの制作環境は大

きく変化し、ヨットの旅と南仏の風景がシニャックに水彩と

いう新たな試みを促した。また、彼はこの時期から大画面の

装飾画に着手した。装飾画に対する強い制作意欲が色彩の永

続性をめぐる技法の探究を凌駕していったのかもしれない。

結び

　以上、本稿においては、シニャックの《髪を結う女、作品

227》について、エンコースティックという技法を出発点に考

察を試みてきた。スーラの《白粉をつける女》に着想を得た

本作品は、スーラの死をきっかけに強まっていったシニャッ

クの永続する色彩への関心と、18世紀中頃からのエンコース

ティックの復興という同時代の状況の交差のなかで成立した

ものである。新印象派の創始者でありシニャックの盟友で

あったスーラの死は、シニャックを新たな新印象派の指導者

とした。以後、シニャックは新印象派の発展に取り組んでい

くのだが、その最初の挑戦のひとつが色彩の永続性を実現す

るエンコースティックであったといえよう。しかし、《髪を

結う女、作品227》制作後に南仏に旅立ったシニャックの環

境は大きく変化し、水彩にも取り組み始め、装飾画へ高い関

心を持つようになる。そうした画家の転換期の複合的な要素

によって、色彩の永続性は、シニャックにとって次第に第一

義的な関心ではなくなっていったと考えられる。

　シニャックは、新印象派を体系的に論じた著作『ウジェー

ヌ・ドラクロワから新印象主義まで』（1899年）において、新

印象派作品の鑑賞について、「技法の細部に関心のある人は

色彩の効果を細かく観察するために、あとで近づくことにな

るかも知れないが、分割された絵画の前では、まず調和の印

象を感じ取るために十分に離れた場所に立つことが適切であ

る」45）と記し、「技法の細部」よりも全体の「調和の印象」の

実現に重きを置いていたことが分かる。この著作でシニャッ

クは新印象派を歴史的に位置付けており、後世に新印象派の

作品が正しく伝わること、すなわち年月を経ても調和した色

彩が変化しないよう彼が望んでいたことは言うまでもない。

　シニャックが色彩の永続性を求めて新しい技法をただ一度

試みた動機の探求は、この時期のシニャックの関心の変遷を

垣間見せてくれる。エンコースティックを唯一試みた《髪を

図10	 ポール・シニャック	《井戸端の女たち》	1892年　
	 油彩、カンヴァス　オルセー美術館

図11	 ポール・シニャック《調和の時代》1893-95年　
	 油彩、カンヴァス　モンルイユ市役所
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結う女、作品227》は、画家シニャックの弛まぬ挑戦の痕跡を

生き生きと示してくれるのである。

※本稿は、シニャックの《髪を結う女、作品227》が出品された「新印象
派─光と色のドラマ」展（大阪：あべのハルカス美術館	2014年10月10
日から2015年1月12日、東京都美術館	2015年1月24日から3月29日）の開
催に際し執筆した。
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はじめに

　美術館は社会教育施設のひとつであり、学校と連携した教

育活動を行うとともに、あらゆる人々に継続的な学びの機会

を提供する生涯学習の場でもある。現代を生きる多くの人に

有効な学びを提供するために、各種教育プログラムは現代社

会の課題を意識しながら組み立てられる必要がある。

　では、実社会を生きていくうえでは、どのような能力が求

められているのだろうか。それは、例えば、「変化」、「複雑

性」、「相互依存」に特徴付けられる現代社会への対応の必要

性を背景に、経済協力開発機構（OECD）が提示する「人生

にわたる根源的な学習の能力（キー・コンピテンシー）」に示

されている1）。その3つの柱とは、①社会・文化的、技術的

ツールを相互作用的に活用する能力、②多様な集団における

人間関係形成能力、③自立的に行動する能力の3つである。

社会教育施設である美術館においても、この3つの柱に示さ

れる能力を意識したプログラムを組み立て、実践することが

望まれているといえるであろう。

　東京都美術館においては、こうした認識の上で、2012年の

リニューアル時から、アート・コミュニケーション事業を立

ち上げ、現代的課題に対応するための「対話」や「主体性」、

「コミュニケーション」などを意識した各種プログラムを行っ

てきた2）。

　本稿においては、当館で実施してきたプログラムから、中

高生対象の「言語活動」を軸とした音声ガイド作成プログラ

ムを例に、OECDが示す3つの柱を意識した活動が、美術館

でどのように実践されているのかを報告する。最初に当該プ

ログラムの特徴をまとめ、作成した音声ガイドの内容を紹介

する。それらの具体的な事例を踏まえた上で、OECDのキー・

コンピテンシーと照らし合わせながら、このプログラムを通

してどのような学びが起きたのかを述べたい。

1章　「ティーンズ学芸員」の特徴について

　具体例として取り上げるのは「Museum	Start	あいうえの」

のプログラムのひとつ、「ティーンズ学芸員」である3）（図1）。

本プログラムは、東京国立博物館、国立西洋美術館、東京都

美術館に展示されている作品を中高生が自ら選び、実際に間

近に見て感じ捉えたことを言語化し、自分自身の観点が伝わ

るようなオリジナルの音声ガイドを作成するというものであ

る。開催概要は次の通りである。

◯参 加 者：中高生17名、大人40名

◯実施日数：夏季休業期間5日、冬季休業期間3日、

　　　　　　学年末休業期間1日の合計9日間4）

◯実施時間：10：00−14：00

　本プログラムは「対話」や「主体性」、「コミュニケーショ

ン」をキーコンセプトにしている当館のアート・コミュニケー

ション事業のプログラムの中でも、特に「言語活動」に重き

をおいている。言語のどのような機能に注目しているかを明

確にするために、「言語」には2つの機能があることを改めて

確認したい5）。

・ 第1の機能：伝え合う手段。他人と意を通わせるコミュニ

キー・コンピテンシーを育む学びにつながる
プログラム「ティーンズ学芸員」の実践報告

熊谷�香寿美（東京都美術館学芸員）

図 1 	 「ティーンズ学芸員」募集チラシ

東京都美術館紀要�No.21（2014）
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ケーションの機能を果たす。

・第2の機能：考える手段。個人の内面に意味表象を構築す

る機能を果たす。

　これら2つの機能は相互に作用しながら重層的に発達して

いく。これらの「言語」の機能を踏まえ、本プログラムの特

徴について次に4つの観点から述べたい。

1）多様な年齢層での相互的な学び

　「ティーンズ学芸員」というタイトルの通り、このプログラ

ムに応募できるのは中学生と高校生のみであった。また、本

プログラムでは、当館のアート・コミュニケータに加え、東

京大学の大学院生や東京藝術大学の大学生が参加し、多様な

年齢層での学び合いが起こる構成となった6）。ここでいう

「学び合いの相手」とは、知識の伝達役や指導役ではなく、中

高生の活動に寄り添い、彼らの言葉を傾聴し、引き出し、つ

なぐことでさらに深い学びを促していく役割を持つ。つまり

アート・コミュニケータや大学生たちは普段の生活で接する

保護者や教師とは異なり、彼らと対等な立場で対話を行な

い、眼差しを共有する役割を担う大人である。大学生や働き

盛りの世代、リタイア世代といった多様な年代の大人が中高

生たちの傍らで同じ体験をし、彼らと対話を行うことで、同

じ体験に対して異なる感想や意見が交換され、参加した中高

生も大人も双方の考え方を知ることができる。対話の中で、

中高生の言葉と大人の言葉が同等なものとして扱われたこと

により、それぞれが互いの言葉や見方に影響を与える結果と

なった。こうした相互的な学びが深まっていった点が本プロ

グラムの特徴であったといえる。

2）多様な展示空間と豊富な鑑賞体験

　本プログラムでは、多様な年齢層の人々が集って言語活動

を伴うコミュニケーションが活発になされた。その言語活動

の背景であり源泉となっていたのは展示室での豊かな鑑賞体

験である。参加者たちは、全9回の中で東京国立博物館、国

立西洋美術館、東京都美術館を繰り返し訪れ、展示されてい

る作品を丁寧に鑑賞した。展示室での鑑賞時間はどの回も小

一時間と限られていたが、展示室の空間デザインがバラエ

ティに富んでいることも参加者の鑑賞の集中力を高め、鑑賞

の初心者である中高生でも飽きてしまうことはなかった。東

京国立博物館では東洋館の静謐な展示空間、国立西洋美術館

では常設展の自然光あふれる柔らかな展示空間、東京都美術

館では特別展ならではの瀟洒な展示空間と、多様な展示空間

を体験した。美術館や博物館の空間は人々の鑑賞体験が深ま

るよう綿密にデザインされており、そうした空間デザイン

が、その後の活発な言語活動を生み出す要素であることを踏

まえて、プログラムは構成されている。

　また、鑑賞した作品も豊富であった。東京国立博物館東洋

館では、中国、朝鮮半島、東南アジア、西域、インド、エジ

プトなどの美術と工芸、考古遺物、国立西洋美術館常設展で

は中世末期から20世紀初頭にかけての西洋絵画と、ロダンを

中心とするフランス近代彫刻、東京都美術館特別展「メトロ

ポリタン美術館　古代エジプト展　女王と女神」では、

ニューヨークのメトロポリタン美術館から「女王と女神」を

テーマに厳選された古代エジプトコレクションを鑑賞した。

また、参加者が展示室から活動の拠点となっていた当館内の

ワークショップルームに戻ってからも、興味を持った作品に

ついて調べられるよう展覧会の図録や参考資料が用意され、

同じ作品について関心をもったグループで鑑賞した際には、

参加者は図録に記載されている情報も参考にしながら鑑賞の

体験を深めていた。

3）言語化を促すプログラム構成

　多様な年齢層での学び合いや、豊富な作品との出会いに加

えて、プログラムの中では、作品を見て認識したこと、感じ

たことを言葉で表現する行為を促すために、参加者が発話し

やすくなるような活動を組み込んでいる。例えば、プログラ

ムの最初の30分程は毎回アイスブレイクと呼ばれる参加者の

緊張をときほぐす導入活動を行った。絵はがきのような

「アート・カード」と呼ばれる鑑賞教材を使い、カードに印刷

されている作品をよく見比べて、色や形、イメージの共通点

を言語化して発表し合うゲームのほか、「Show	and	Tell」と

呼ばれる活動で、自分が人に話したいストーリーを持つ小物

を自宅から持参してきてもらい、その小物を紹介しながら、

自分について語ることなどをアイスブレイクとして行ったの

である7）。ゲーム的な要素を持つ最初のアイスブレイクで、

参加者は自分の言葉が必ず誰かに受け止められ、応答がなさ

図 2 	 グループ鑑賞活動の様子
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れることを経験する。そのような安心できる関係性が確保さ

れていることが、プログラムの最初に確認できることは、そ

の後の言語活動に大きな影響を与える。つまり、言語活動は

「聞く人」がいることで促進され、応答する人がいることで安

心して発話できる環境が醸成されていくのだ。

　そのような段階を経て、展示室では自分が気になる作品を

1点選び、それを一人で鑑賞した後、グループや2人組にな

り、なぜ自分はそれが気になるのか、どういった点からそう

思うのかを言葉にし、さらに同じ作品を選んだ人同士でそれ

ぞれが捉えたことを語り合った（図2）。最初のアイスブレイ

クでは、日常的な言葉で気軽に話す中で発話に慣れていき、

鑑賞活動が進むにつれて、深い考察が伴う抽象的な言語も発

話されるようになっていく。プログラムの中では、段階的に

発話と言語化のプロセスが促され、全9回のプログラムの中

でそれが繰り返し行われることで言語活動が深まっていくこ

とが意図されていた。

4）言語化を促すツールの活用

　このプログラムは、成果として1作品1分の「音声ガイド」

を制作することを一つの目標にしていた。音声ガイドの制作

には、元となる1分の原稿を書くことに加えて、その原稿を

自分で読み上げて、自分の声で伝えるという行為も含んでい

た。つまり、人に伝えるための言語活動としては、おしゃべ

りのような気軽な段階から、発表、対話、朗読とバラエティ

があり、そこに自分の考えを自分の中で醸成するための内的

言語活動が複合的に組み合わされている。

　これらの言語活動を促す方策として、さまざまなツールも

補助的に使われた。例えば、音声ガイドの原稿の推敲を重ね

て行く過程では、SNS機能を持つ独自のシステムをウェブ上

に構築し活用した8）（図3）。このウェブサイト上では、参加

者は自分の音声ガイドの原稿を各自で入力するだけでなく、

他の参加者の原稿に対しても、感想や助言をコメントとして

入力することができる。執筆者は他の参加者のコメントに呼

応しながら、推敲を重ねていくことができる仕組みである。

このようにインターネット上で情報を共有し、対話を重ねな

がら音声ガイドに改訂を重ねていくことで、推敲の段階に他

者の視線が介在し、単に主観的な感想文ではない、かつ、単

なる調べたことがまとめられている原稿でもない、主観と他

者の視点の両方を持った原稿ができあがる環境をつくること

が目指された。また、プログラムにおいては、自分の声を録

音する録音機器、自分の見ている視点を客観的に捉えるため

のデジタル撮影機器（iPad）なども使用し、自分の視点と他

者の視点を行き来し、意識的に自分の考えを深めていくこと

ができた。

2章　音声ガイドの具体例

　参加者の鑑賞体験が言語活動を通じて表現された音声ガイ

ドは、結果として個性豊かなものに仕上がった。本章では、

成果の事例として中高生が実際に作成した音声ガイドを2つ

取り上げる。また、専用サイトで重ねられた対話の内容も紹

介することで、このプログラムが、経済協力開発機構

（OECD）が提示する「人生にわたる根源的な学習の能力

（キー・コンピテンシー）」とどのように関っているのか詳述

してみたい。

2−1　Oさん

　最初の事例は、中学1年生のOさんである。応募動機は次

のようなものだった。

美術館に行くことが好きなので、作品の見方を広げたい。自

分が楽しむだけでなく興味のない友達によさを説明したい。

　Oさんの応募動機からは、美術館で楽しんだ上でさらにそ

の魅力を他者に伝えたいというコミュニケーションへの期待

が感じられる。

　Oさんは3種類の音声ガイドを作成したが、ここでは国立

西洋美術館で鑑賞したジャック=エミール・ブランシュ《若い

娘》（図4）の音声ガイドに注目したい。	

　まず、O	さんは、最初の原稿を次のように書いた。

ジャック=エミール・ブランシェの《若い娘》です。娘が中心

となって描かれています。イスから立ち上がったばかりのよ

うなポーズです。イスには深い緑色のクッションがおかれて

図 3 	 「ティーンズ学芸員」専用サイト	コメント画面
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います。娘は光沢のある美しいドレスを身にまとい、ネック

レスもしています。仮面が2つ落ちています。これから舞踏

会にでも出かけるのでしょうか。髪もきれいに結ばれてい

て、娘はりんとした表情をしています。背景は暗いのですが

それによって娘の銀色のドレスがひきたちます。娘のドレス

の胸には大きなリボンが、鏡にうつった後ろ姿には赤いリボ

ンが、足下の靴には紐でできたリボンが結ばれています。

　この原稿を書いた後、ほかの参加者からのコメントを受け

て、数回の推敲作業を経て完成したものが次の文章である。

ジャック=エミール・ブランシュの《若い娘》です。娘が中心

となって描かれています。 イスには深い緑色のクッションが

おかれています。娘は光沢のある美しいドレスを身にまと

い、ネックレスもしています。ドレスは上から下まで流れる

ように描かれていますが袖や胸元は少しふんわりとしていま

す。りんとした表情の娘によく似合うドレスです。仮面が2

つ落ちています。これから舞踏会にでも出かけるのでしょう

か。背景は暗いのですが、それによって娘のドレスがひきた

ちます。娘のドレスの胸には大きなリボンが、鏡にうつった

後ろ姿には赤いリボンが、足下の靴には紐でできたリボンが

結ばれています。娘が目立つようになっていますが、背景に

鏡を取り入れることでより娘のことがわかる、そんな美しい

作品だと思いました。

　最初と最終版の原稿を比較すると、最初の原稿は描かれた

要素の客観的な描写が多くを占めているのに対し、最終版で

は、末尾の「美しい作品だと思いました」という記述からも

わかるように、自分の意見を述べている。また最終版では、

モチーフを詳細に描写するといったように、原稿全体の中で

情報の強弱がつけられている。例えば女性の身なりについ

て、最初は「娘は光沢のある美しいドレスを身にまとい、

ネックレスもしています」となっていたものが、最終版では

「娘は光沢のある美しいドレスを身にまとい、ネックレスも

しています。ドレスは上から下まで流れるように描かれてい

ますが袖や胸元は少しふんわりとしています。りんとした表

情の娘によく似合うドレスです」となっており、ドレスの質

感や表現、娘の表情にまで触れている。	

		このような変化が起きた要因として、他の参加者から、原

稿の優れた点に対する評価に加え、もっと自分自身の感想を

入れた方がよいという指摘や、画面のある部分に対する注目

を促す助言などが寄せられていたという背景があげられる。

具体的には次のようなコメントである9）。

・きれいな絵だね! 「背景は暗いのですがそれによって娘の

銀色のドレスがひきたちます」の部分が良いなと思った。

感想いれてもいいと思うけど、長くならないようにしな

きゃね。（中2）

・私も同意です。中心に注目させてからまわりの説明という

流れがいいと思います。（中2） 

・後ろの鏡も気になりますね。光沢のある美しいドレスにつ

いて、もっと書いてみてもいいかも？（東京都美術館学芸

員）

　これらに対する本人からのコメントである。

・みなさんありがとうございました！もう少し詳しくやって

みます！

　こうしたツールを介したコミュニケーションを通じて、O

さんは対象となる作品を異なる視点で捉え直し、より豊かな

言葉を用いて新たに気づいた点や主観的な意見を原稿に反映

したと考えられる。キー・コンピテンシーの観点から見ると、

インターネット上のツールを使い双方向的なやりとりを経て

原稿を推敲していったこの過程は、キー・コンピテンシーと

して提示されているところの「技術的ツールを相互作用的に

活用する能力」を促された経験のひとつだったといえよう。

2−2　Sさん	

　続いて高校2年生である	Sさんの例を紹介する。応募動機

図 4 	 ジャック=エミール・ブランシュ《若い娘》油彩、カンヴァス
	 国立西洋美術館
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は次のようなものだった。	

書道が大好きで将来書の道に進みたいと考えている。その中

で作品をじっくり鑑賞してその作品の良さを見出すという作

業は必要だと考え、体験してみたかったから。 

　Sさんの応募動機からは、書の作品を制作する立場から鑑

賞への興味を持ち、プログラムに応募してきたことがうかが

える。	

　Sさんは3種類の音声ガイドを作成したが、ここでは東京

国立博物館で鑑賞した《ハヌマーン立像》（図5）の音声ガイ

ドに注目する。彼女が制作した音声ガイドは、取り上げた彫

像への愛情にあふれており、その個性的な原稿は、彫像に対

する他の参加者の興味を引きつけるものとなった。なお、S

さんはウェブ上で原稿を書き直す作業は行っておらず、最初

に入力した原稿で音声ガイドを完成させた。	

　Sさんと《ハヌマーン立像》との出会いは、8	月に行われた

東京国立博物館を会場とするプログラムであった。その日の

最後に記入した振返りシートでは次のように綴られてい

る10）。

《ハヌマーン立像》との衝撃の出会いを果たした。とにかく変

ででもかわいくて、大好きになった。同じ班の人が「かわい

い」という気持ちは直感的なものだということを教えてくれ

たので、かわいさを説明するのに工夫が必要だなと思った。

家に帰ったらとりあえず、ハヌマーンについて調べようと思

う。

　この体験をもとに次のような原稿が記された。

この像、いったい誰なんだろう？ ポーズの意味は？ 後ろの

二体の像との関係は？ 見れば見るほど、疑問がわいてきま

す。簡単に言えば、とても変なのです。たとえば、頭や耳に

は豪華な装飾があるのに、下半身は体のラインがそのまま出

ていて地味です。目だって牛乳瓶の底みたいだし指だって短

い。そして何より、大きくせり出した胸がこの像から人間ら

しさを消しています。でも、不思議と不気味さは感じませ

ん。小さいからです。小ささゆえに愛らしいのです。小ささ

ゆえに、変な体も変なポーズも愛らしく見えるのです。私は

この像が大好きです。あなたも、もうこの像にだんだんと惹

かれてきているのではないでしょうか。

	 	原稿の特徴はまず「私はこの像が大好きです」という一言

に表れている。対象への愛情をはっきりと表明するこうした

特徴は、他の参加者にはあまり見られない。この原稿に対し

ては、大人たちから次のようなコメントが寄せられた。	

・確かにかなり人間と違う形をしていますが、不気味さは私

も感じませんでした。むしろ、どこか愛嬌があるような、

かわいらしい感じがします。なんでだろう？ と思ってい

たのですが、Sさんの原稿を読んで作品のサイズがその理

由の1つなのかも! と、気づかされました。なんだか手の

ひらに乗せてみたくなります（笑）。（東京都美術館アルバ

イト）

・Sさんの思いが良く伝わってきて、催眠術にかかったよう

にこの像が好きになってしまう文章ですね。私は、目がま

ん丸くて、口が半分開いているところも、愛らしさの重要

ポイントじゃないかと思いました。（アート・コミュニケー

タ）

・Sさんの原稿を読んでからもう一度作品を見ると、牛乳瓶

の底のような真ん丸の目に、短い指、なるほどこれは可愛

い、と納得でした！ 短い指同士が隣の指とくっついて見

えるからか、動物の手足と肉球のようにも見え、私は犬の

パグみたいだなぁと思いました（笑）。（東京都美術館イン

ターン）　

　こうしたコメントからは、大人たちが、Sさんの原稿に深

く共感していることに加え、自分がかわいらしいと思った理

由や愛らしさの別のポイントが書かれていたり、別の動物を

連想したりしていることに示されるように、Sさんの原稿を

きっかけに対象を今までとは異なる視点から観察することを

図5	 《ハヌマーン立像》アンコール時代（12-13世紀）、	
	 東京国立博物館
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促され、それぞれが新たな魅力を発見したことがわかる。彼

女の方も、上記のコメントに対し「みなさんのコメントを読

んで、どんどんハヌマーンの魅力が増えてゆきます」とコメ

ントしているように、他者とのコミュニケーションを通じ

て、この立像のさらなる魅力を発見したようである。なお、

その後も彼女の《ハヌマーン立像》への愛情は続いた。1月に

東京国立博物館を会場に行なった活動においても、Sさんは

展示パネルの中に《ハヌマーン立像》の画像を見つけ、その

造形的な特徴がパネルで説明されていることに注目してい

た。その日のSさんの振返りシートには「久々にハヌマーン

に出会えて嬉しかった」と書いてある。

　原稿を媒介に対象に対する視点を交換し新たな魅力を発見

しあったこの過程は、インターネット上で複数の人と意見交

換を行っており、キー・コンピテンシーの観点から見ると、

「多様な集団における人間関係形成能力」を促された経験のひ

とつだったいえよう。

　以上、2つの音声ガイドの例を通して、作品を介したイン

ターネット上の言語活動を具体的に紹介した。原稿の生成プ

ロセスにおいては、言語活動の活性化に介在する他者の役割

が浮かび上がった。Oさんは、原稿の読者の反応を受けて文

章の推敲を重ね、Sさんは、読者の感想を通じて彫像の魅力

を新たに発見していた。いずれの場合も、自分の言葉を受け

止めてくれる他者の存在があったからこそ、自分の考えを深

め、より適切な言葉でそれを表現することができたといえよ

う。

3章　「ティーンズ学芸員」で行われた学びについて

　「ティーンズ学芸員」での音声ガイド制作のプロセスを辿る

ことにより、原稿の作成過程における参加者同士のコミュニ

ケーションが、作品を新たな視点で観察するきっかけとなる

こと、対象への主観的な意見を表明する積極性を促すこと、

事物や主観の描写に用いる言葉に変化をもたらすこと、そし

てその一連の作用に他者の存在が重要であることがわかっ

た。では、このプログラムで得られる学びとは何か。ここ

で、冒頭で述べたキー・コンピテンシーに照らし、このプロ

グラムを通じて行われた学びの特徴を確認したい。

1）社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力

　キー・コンピテンシーの1つ目の能力は、言語・シンボル・

テキスト・知識・情報・テクノロジーといったツールを様々

な状況に応じて活用し、自分の意見を形成する能力を指す。

作品を鑑賞し、他者の意見を取り入れながら体験を言語化す

ることを中心に据える本プログラムは、作品というシンボル

を活用した自己表現の活性化という点でキー・コンピテン

シーを高める活動に結びつく。また、Oさんの事例でも示さ

れているように、インターネットを利用した音声ガイドの原

稿制作は、新たなテクノロジーを双方向的に活用しており、

「社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力」

を発揮させる構造となっている。

　特に、中高生たちが展示空間やインターネットという日常

とは異なる状況で、言葉を駆使して自分の意見を話したり書

いたりする行為は、言語のスキルの向上に効果的な活動とい

える。

2）多様な集団における人間関係形成能力

　2つ目の能力は、集団の中で多様な人々と円滑な人間関係

を構築する能力を指す。本プログラムにおいては、初めて出

会う同年代の中高生に加え、年齢も職種も異なる大人（アー

ト・コミュニケータ、大学生、学芸員）との対話によって、

こうした能力に関わる経験が生み出された。例えば、先に見

たSさんの事例においては、Sさんの原稿に対し3人の大人が

共感しており、すなわちSさんは原稿を媒介に複数の人々と

の交流を実現した。

　また、多様な人々と触れあえたことの実感は、中高生たち

の次のような振返りシートのコメントにも表れている。

・美術には答えがないのでそれぞれの意見が聞けてとても良

い機会になったと思います。（中2） 

・今までは、自分の中で作品について考えて終わりだったけ

ど、夏から様々な人と話すことでたくさんの意見を交換で

きて楽しくなった。（中2） 

・作品について意見を持ったり、感じたりしたことを友だち

や他の人と共有することで、もっと興味がわいてきた。

（中2）

　多くの参加者が、他者と多様な意見を交換することを肯定

する感想を書いており、特に中高生においてはその意見の交

換の楽しさが参加へのモチベーションにもつながっていたこ

とが見て取れた。

　キー・コンピテンシーに照らし合わせて見れば、言葉を

使って他者と意見を交換することは、他者と円滑な人間関係

を作り出し、維持し、発展させていくのに不可欠な要素であ

る。従って、他者との意見交換を通じた交流を含む本プログ

ラムは、多様な集団における人間関係形成能力を育む活動で

あったといえるのである。
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3）自立的に行動する能力

　3つ目の能力は、自立的に行動する能力であり、自身が置

かれている立場を理解した上で、自ら行動し、判断すること

ができる能力を指す。本プログラムにおいては、音声ガイド

が完成するまでの一連の活動を通じ、ミュージアムに対する

考え方が主体的なものに変化していったことがわかる。それ

は、中学2年生の次のような言葉に端的に表れている。

今まで：入りづらい、「見るだけ」のところ、先入観にとらわ

れていた。

現　在：気軽に入れる、「見て考える」ところ。自分の考えを

持てる場所。専門的なことはさておき、まず受け止

めて自分で考える。

　参加者は、本プログラムを経験したことにより、ミュージ

アムを既存の知識を受けとめる場としてだけではなく、主体

的に自ら「考える」場として捉えるまでに変化した。そこに

は、社会教育施設であるミュージアムを自分はどう活用する

のかという問題意識すら芽生えており、ミュージアムという

「社会的空間」と自分とをより現実的に結びつけようとする態

度が見て取れる。

おわりに

　経済協力開発機構（OECD）が提示する「人生にわたる根

源的な学習の能力（キー・コンピテンシー）」とは「変化」、

「複雑性」、「相互依存」に特徴付けられる現代社会に円滑に対

応するための能力を指すことは冒頭で述べた。本稿では

「ティーンズ学芸員」に含まれる要素が、現代社会に対峙しう

る、本質的な学びにつながる可能性について、キー・コンピ

テンシーをキーワードに見てきたが、今後もより多様な方向

性からの検討をしていきたいと考えている。

　最後にこのプログラムで起こった本質的な学びについて、

ドイツの教育学者であるミヒャエル・パーモンティエの言葉

を引用し、本稿を終えたい。

　ミヒャエル・パーモンティエはミュージアムにおける「学

問的な物語」について、学問の歴史的事実が持つ地位と力を

踏まえた上で、次のような示唆に富んだ見解を述べている。

　来館者の構えは、学問的な歴史の真理要求によって萎縮さ

せられる、すなわち比喩的に言えば、ひざまずきつつ提示さ

れたメッセージを覆しえない確実なものと信仰深く受け入れ

るか、さもなければ主観的連想が支配する私的世界に引きこ

もるかなのです。だが、こうした反応の仕方はもちろん誤解

に基づくものです。と言うのは、学問的な物語に特徴的なの

は、まさに、その真理性が仮説的性格を持つこと、すなわち

一時的な性格を持つという点にあるからです。その真理は反

証されないかぎりでしか妥当しないのです。したがって、人

は学問的歴史をそれが改訂へ開かれているというように物語

らねばなりません11）。

　パーモンティエの言葉を言い換えるならば、「学問的な物

語」は、ある時点における研究成果であり、まだあらゆる可

能性に開かれた仮説である。

　この言葉を踏まえると、本プログラムで中高生が多様な大

人たちと共に行ったのは、「ひざまずきつつ提示されたメッ

セージを覆しえない確実なものと信仰深く受け入れる」こと

でもなく、「主観的連想が支配する私的世界に引きこもる」こ

とでもなかった。自らの目で作品を見て、熟考し、言語化

し、他者と相互に意見を交換することで、いずれ学術的知識

の「改訂」へつながるであろう、本質的な学びを行っていた

とさえいえるのである。

　美術館の広い社会的使命を考えれば、このプログラムは小

さなトライアルでしかなく、課題も多く残されている。今は

まだ来館していない層も含め、あらゆる人々がミュージアム

で同時代や歴史上の他者や自分自身とつながるような学びの

環境を整えて行くことが、社会教育施設としての美術館の重

要な役割であると考える。
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年1月6日、7日、3月27日。

5）	 内田伸子、「『学び』の発達—生きたことばは学びの世界を拓く」、
『「学び」の認知科学事典』（佐伯胖監修、渡部信一編）、大修館書店、
2010年、p.	190。

6）	 アート・コミュニケ―タとは、2012年より東京都美術館と東京藝術
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大学が連携して行っているアートを介したコミュニティの形成を目
指す「とびらプロジェクト」に所属し、ボランタリーに活動する一
般市民である。一般から公募され、現在約100名のアート・コミュニ
ケータが、美術館を拠点に人と作品、人と人、人と場所をつなぐ活
動を行っている。詳細は「とびらプロジェクト」のウェブサイトを
参照のこと。http://tobira-project.info

7）	 「アート・カード」とは、美術作品の写真をカードにした鑑賞教育教
材である。今回使用したものは、神奈川県立近代美術館発行の

「Museum	Box	宝箱」である。これは、ハガキ大のカードに同館の代
表的な所蔵作品や建物の写真と、簡単な解説文が掲載されている教
材である。また、「Show	and	Tell」とは、大勢の聴衆の前で話すパ
ブリックスピーキングのための手法である。自宅からある道具を持
参しなぜその道具を選んだのか、どこで手に入れたのか、その他関
連する情報について説明するものである。

8）	 音声ガイド制作のための専用サイトは、当館と国立情報学研究所が
2012年より実施している「アート・コミュニケーション事業のアー
カイブ」をテーマとした共同研究の一環として構築されたものであ
る。なお、本サイトの運用にあたっては、参加者に対し原稿の書き
方、コメントの付け方に関する留意点を予め指導した。具体的なポ
イントは以下の通りである。

（1）より充実した原稿を入力するためのヒントとなるような肯定的
なコメントを入力すること	

（2）読んでいいと思った点、追加すると原稿がよりよくなると考え
た点をコメントすること

9）	 本稿で引用する参加者の言葉は、意図を変えない範囲で一部編集し
ている。

10）	 参加者はプログラム終了時にその日の活動を振り返り、印象に残っ
たことを言葉にして書き留めるシートを毎回記入した。

11）	 ミヒャエル・パーモンティエ『ミュージアム・エデュケーション　─
感性と知性を拓く想起空間』（真壁宏幹訳）、慶應義塾大学出版会、
2012	年、pp.	156-157。
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