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I. はじめに——美・芸術への関心

　こんにちは今井と申します。よろしくお願い

します。

　今ご紹介に預かりましたように、私は教育哲

学・教育思想史を専攻しておりまして、その観

点から美や芸術というものに関心をもって研究

をしてきました。私がどういうふうに美や芸術

に関心を持ってきたかということを、まず話さ

せて下さい。

　私は広島大学の大学院で小笠原道雄先生の薫

陶を受けました。そしてそこで感化されてドイ

ツの文化や芸術の世界に何となく憧れを持った

ということがまずありました。その憧れが嵩じ

てその後ドイツへ留学して 2 年ほど勉強する

ことになりますが、そのときについたのがクラ

ウス・モレンハウアーというゲッティンゲン大

学の先生です。私がゲッティンゲンで勉強を始

めた 1982 年頃というのは、ちょうどモレンハ

ウアーが教育の文化的側面に関心を向けて研究

を始める時期と重なっています。そこで彼の話

を聞きかじって、ドイツ教育学の中では美とか

芸術というのは芸術教育という個別ジャンルの

問題にとどまらず人間形成一般に関わる問題と

してすごく大事にされているということを感じ

ました。私も翻訳に関わらせてもらった『子ど

もは美をどう経験するか——美的人間形成の根

本問題』(玉川大学出版部、2001 年 )は、美と

教育についてモレンハウアーが行った研究の集

大成です。それから、佐藤学さんと一緒に『子

どもたちの想像力を育む——アート教育の思想

と実践』(東京大学出版会、2003 年 )という本

を編集したり、田中智志さんと一緒に『キーワー

ド現代の教育学』(東京大学出版会、2009 年 )
という教育学のテキストを作って、そこで「美」

というキーワードを扱った章を担当して書いた

りしました。また、こうした仕事と並行して、

＜メディアと美と教育＞という視点から 20 世

紀ドイツの教育思想の歴史を描いてみたいとい

うアイデアをずっと温めています。映画という

新しいメディアがどのように教育に取り込まれ

て力を発揮していったか、という話が軸になる

のですが、これについてもう 20 年以上、断続

的に論文を書き継いできました。それが最近に

なって何とかまとまりを持ってきまして、これ

まで書いた 12 本ほどの論文をもとにして『メ

ディア・美・教育――現代ドイツ教育思想史の

試み』と題した本を出そうと計画しています。

この本が刊行に向けて今最終段階に入っている

ところです (東京大学出版会から 2015 年 9 月

刊 )。
　こんなふうに、素人なりに教育哲学・教育思

想史の立場から美とか芸術の問題について関心

を持ってきたのですが、最近は特に音楽教育関

係の方々とずいぶん関わりがでてきました。日

本女子大の同僚でもあります坪能由紀子さんに

誘っていただいて『教育音楽』という雑誌にイ

ンタビューを載せてもらったり (今井康雄／坪

能由起子「インタビュー 音楽教育への提言 (6) 
知的経験への扉を開く「音楽の力」」『教育音楽』

2014 年 9 月号 )、音楽教育学会の機関誌が「音

楽科へのエール」という特集を組むので何か書

くように言われて書いたり (「音楽科へのエー

ル——「学力」と「エビデンス」に抗して」『音

楽教育学』第 45 巻第 1 号、2015 年 )、といっ
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たことが続きました。今日のお話のかなりの部

分が、この 2 つ、坪能さんとの対談で話した

ことと「音楽科へのエール」ということで書い

たことの私なりのまとめになっています。それ

からもう一つ、『岩波講座　教育』という叢書、

これは全 7 巻で構成されているのですが、そ

の第 5 巻の『学びとカリキュラム』の中の第 8
章「アート教育カリキュラムの創造」というの

を担当することになって、今その準備に悪戦苦

闘しているところです (2017 年 2 月刊 )。そこ

では当然、美と教育について教育思想史的に述

べるだけでは済まず、アート教育を学校の現場

で実際にどう意味づけ実現していくか、芸術系

の教科をどう位置づけるか、といったことにつ

いても考えさせられています。そうしたことに

ついても少しは触れられればと思っています。

II. 美・芸術と教育——その歴史

　そこでまず、美や芸術と教育の関係の歴史を、

おおまかに私なりに整理してみたいと思いま

す。ほんとに大昔の話になりますが、最初にプ

ラトンの場合を取り上げてみましょう。これは

やはり美や芸術をどう教育と関係づけるかにつ

いての西洋における考え方の基盤になってきた

ものです。それからシラーの場合、これは近代

における美的人間形成論の基盤になっている考

え方です。シラーの場合は自律化した美の領域

を前提にして教育との関係を考えているという

点でプラトンとは根本的に異なるのですが、に

もかかわらずプラトンもシラーも、情操教育と

しての芸術教育という考え方に結びつくという

点で共通しているのではないかと私は見ていま

す。しかしこの情操教育としての芸術教育とい

うのは、芸術教育の考え方として限界があるの

ではないかと私は考えていますので、その点を

説明して、その上で、芸術系の教科の苦境とい

う現状に触れたいと思います。

A. プラトンの場合

　まず、プラトンの場合ですけれども、芸術と

教育との関係については『国家』という有名な

テキストに興味深い議論があります。この『国

家』というテキストは、理想的な国家の仕組み

を描き出すことが主眼でもちろん政治論なので

すが、そういう理想的な国家を構成する人間を

どうやって育成するかが一つの中心的な問題に

なっていて一種の教育論でもあるのです。しか

もその政治的な教育論の中で芸術は小さくない

意味を持たされています。ところが芸術の役割

については一見矛盾したことが言われていて、

第 3 巻では美とか芸術というものが教育に役

立つ、重要だ、ということが強調されているん

ですけれども、第 10 巻ではむしろ、芸術とい

うものは真理から遠くて、人間の心の低劣な部

分に働きかけるけしからんものだ、だから芸術

家は理想的な国家に居場所はない、国家から追

放してしまえ、というようなことが主張されて

います。この違いはたぶん、それぞれの箇所で

彼が想定している教育の相手が違うということ

があるだろうと思います。

　まず第 3 巻の美や芸術というものが教育に

とって非常に重要だとしている部分ですが、そ

れは一言で言うと、感覚のレベルに働きかける

力が美とか芸術にあって、だから教育にとって

強力な助っ人になる、という見方です。読んで

みますと————

　「だからグラウコン」とぼくは言った、「そ

ういうことがあるからこそ、音楽・文芸に

よる教育は、決定的に重要なのではない

か。なぜならば、リズムと調べというもの

は、何にもまして魂の内奥へと深くしみこ

んで行き、何にもまして力づよく魂をつか

むものなのであって、人が正しく育てられ
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る場合には、気品のある優美さをもたらし

てその人を気品ある人間に形づくり、そう

でない場合には反対の人間にするのだから。

そしてまた、そこでしかるべき正しい教育

を与えられた者は、欠陥のあるもの、美し

く作られていないものや自然において美し

く生じていないものを最も鋭敏に感知して、

かくてそれを正当に嫌悪しつつ、美しいも

のをこそ賞め讃え、それを歓びそれを魂の

中へ迎え入れながら、それら美しいものか

ら糧を得て育くまれ、みずから美しくすぐ

れた人となるだろうし、他方、醜いものは

正当にこれを非難し、憎むだろうから――

まだ若くて、なぜそうなのかという理
ことわり

を把

握することができないうちからね。」(『プ

ラトン全集』第 11 巻、岩波書店、1976 年、

219 頁 )

　この最後の一節はすごく重要じゃないかと思

います。理屈で理解する以前に、もうすでに感

覚のレベルで人を作ってしまおう、ある特定の

感覚や感情のあり方をその人の中に練り込んで

しまおうと、こういうことを考えているわけで

すよね。そのために「音楽・文芸(ムーシケー )」、
これは、メロディやリズムにのせて詩を朗誦す

るというものですが、これが役立つ。これはま

さに情操教育としての芸術教育につながってい

く考え方じゃないかと思います。どこがつな

がっているかというと、理知的な部分に対立す

る何かとして美や芸術を見て、理知的な部分に

先立つような感覚や感情のレベルで人間を作っ

ていく、そのための道具として美や芸術を捉え

るという見方です。

　しかし美や芸術の持つこの種の作用は実は大

いに警戒しなくてはいけないということもプラ

トンは良くわかっていて、理
ことわり

を知る前に何か特

定の感情や感覚のパターンを練り込んでしまう

力を持つがゆえに美や芸術というものは警戒し

なくちゃいけないということも言っているんで

すね。先ほど申しました第 10 巻に出てくる一

節です。

　こうして、いまや我々は正当な理由を持っ

て作家 (詩人 )をとらえ、彼を画家の片割れ

と規定することが出来るだろう。なぜなら

真理と比べれば、低劣なものを創りだすと

いう点でも画家に似ているし、また魂の同

じく低劣な部分と関係を持ち、最善の部分

とは関係を持たないという点においても、

彼は画家とそっくりだからだ。このように

してわれわれはいまや一国が善く治められ

るべきならば、その国へ彼を受け入れられ

ないことの正当な理由を持つことになるだ

ろう。他でもない彼は魂の低劣な部分を呼

び覚まして育て、これを強力にすることに

よって理知的部分を滅ぼしてしまうからだ。

それはちょうどひとつの国家において、た

ちの悪い連中を権力者にして国をゆだね、

より優れた人々を滅ぼしてしまうようなも

の。それと同じく、真似を事とする作家 (詩
人 )もまた、人間ひとりひとりの魂のなかに

悪しき国制をつくり上げるのだと、我々は

言うべきだろう。自分は真理から遠く離れ

て、影絵のような見かけの影像を作り出す

ことによってね。 (『プラトン全集』第 11 巻、

岩波書店、1976 年、718-719 頁 )

　ここで詩人と画家が並置されて詩人は画家の

同類だとされていますが、画家は芸術が真理か

ら遠ざかるものだという事態を表す典型なわけ

ですね。画家は家であれ橋であれ機械装置であ

れ、何でも実物そっくりに描くことができる。

しかし実際に家を作ってみろ、橋をかけてみ

ろ、機械装置を作ってみろと言われたら、たぶ
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んできない。つまり画家はものの見かけを真似

するだけで、そのものがどう作られているかに

ついて本当に知っているわけではない。同じよ

うに詩人も、国の指導者や英雄たちの姿を言葉

でもって生き生きと描くわけですが、自分自身

が指導者になれるような資質や能力を持ってい

るわけではない。だから指導者や英雄が下した

決断の意味を本当に知ることなしに、それを執

念だとか嫉妬だとか、自分にも一般人にも分か

りやすい低俗なレベルに引き下げて描いてしま

う、というわけです。つまり、事柄を理知的な

部分から切り離して、先ほど言った感情とか感

覚に訴える姿で描いてしまう、そういう意味で

価値の低い存在であることになります。プラト

ンは哲学者のような物事の本質をよく知った者

こそが国の指導者になるべきだと考えているの

ですが、そういう指導者を養成するための手段

としては、感情や感覚に訴える美や芸術は非常

に欠陥がある、というわけで、美とか芸術が持っ

ている理知的な部分以前の感情や感覚に働きか

けるという機能に対して、ここでは非常に否定

的な評価を与えています。

　しかし、評価は正反対ではありますが、プラ

トンが考える美や芸術というのは、理知的な部

分とは対立する感情や感覚の部分に働きかける

ものだ、という点では、考え方として一貫して

いるわけですよね。ある場合には、だからこそ

とても役に立つというし、ある場合には、だか

らこそこれはまずい、という話になる。それ

と、もうひとつ考えておかなければならないの

は、私は「芸術」という言葉を使いましたが、

プラトンが考える絵画や詩歌の位置づけは近代

的な意味での芸術とは違うということです。画

家とか詩人が、なにか独立の立場をもつという

風には考えていなくて、それが国制にとって役

に立つかどうか、教育にとって役に立つかどう

か、という視点からもっぱら美や芸術というの

を見ている。これは近代的なものの考え方とは

かなり違う点です。というわけで、プラトンの

主張は、古代的ではあるが、しかし美や芸術と

教育との関係を考える場合に非常に影響が大き

くて、ひょっとしたら現代にも通じるところが

あるかもしれない、そういう考え方だと言える

と思います。

B. シラーの場合

　もうひとつ、今度はシラーの場合です。これ

はプラトンと違う近代的な条件のもとで美や芸

術と教育との関係を考える場合の典型と言える

と思います。どこが近代的かというと、シラー

は芸術を決して何かのための道具とは考えてな

い。近代社会っていうのは、様々な文化領域が

宗教的な権威から解き放たれて自律していった

社会だと言ってもいいわけですよね。例えば何

が真理かは、ガリレオ裁判みたいに宗教が口出

しする問題ではなくてもっぱら科学によって判

断される。何が正義かは法とか道徳が司る問題

になる。そして美は芸術によって代表される、

という具合に、それぞれの価値が独立分化して

制度化されていく。シラーもそういう近代的な

社会を前提にしています。芸術は、何かに役立

つから意味があるわけではなく、自律的に、純

粋に美を追求しているからこそ意味があると、

そういう前提があります。だからこれはプラト

ンとは前提が違うんですけれども、しかし、に

もかかわらず、現在の情操教育の考え方に繋が

るような考え方になっているんじゃないかって

いうのが私の見立てで、そのことについてお話

したいと思います。

　まず、シラーにとって芸術とはどういう意味

を持ったものとして位置づけられているかとい

うと、社会を改善していくための切り札として

芸術を見ているところがあります。その背景に

あったのはドイツの歴史的な条件です。ドイツ

今井　康雄
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はフランスやイギリスに比べてとても遅れてい

るというのが当時のドイツの知識人一般の了解

で、特にフランス革命が起こった後はそうでし

た。フランスはすでに絶対主義のもとで統一的

な国家を作っていましたが、革命によって近代

的な国家の形が実現する。王様を排除して、国

民こそが国家の担い手なのだという国民国家が

実現していきますが、この国民国家をいかに実

現するかということが、18 世紀から 19 世紀

にかけてのヨーロッパの歴史の大きな課題に

なっている。ドイツでもそういう自覚が出てき

て、フランスのようにわれわれも国民国家を作

らなくちゃいけないと、特に知識人たちは考え

るようになる。ところがドイツは当時、日本の

江戸時代みたいに独立した数多くの州に分裂し

ていて統一国家を作れていない状態ですから、

何とかして統一国家を作りたいというのが悲願

になる。まあ、文化的なまとまりはできてきた。

ルターを出発点として、18 世紀終わりになる

と、カントがドイツ語で哲学をして壮大な体系

を作るとか、ゲーテとシラーがドイツ文学の古

典と言えるような優れた文学作品を書くとか、

ドイツという文化的なまとまりはできてきた。

しかしそれを支える国家というものがまだでき

ていない、何とかしてフランスが実現したよう

な統一的な国民国家を作りたいという、それが

ドイツの進歩的な知識人たちの共通の考えでし

た。だから最初はフランス革命に熱狂するんで

す。すばらしい、あれこそわれわれの目標だと

考えるんですが、ところがそのあとに恐怖政治

というのが出てくるわけですね。自分たちに敵

対する勢力の人たちをみんなギロチンにかけて

しまうみたいな、そういう恐怖政治の様子が明

らかになってきて、これはちょっとまずいかも

しれないと、フランス革命ってのは素晴らしい

と思っていたけど、大変なその影の側面もある、

ということがわかってきた。

　どうしたら良いか、ということでシラーがま

ず考えたのは、理性の逆説と言えるような事態

です。確かに、人権や理性を擁護するものとし

て国家や法という制度を打ち立てるというのは

すばらしい。しかしその要求が機械的に貫徹さ

れると正反対の非理性的なものに転化してしま

う。国家や法に歯向かうもの全部を切り捨てる

ような非常に非理性的なメカニズムになってし

まう。なぜそうなるかというと、それは、理性

的な制度を支える人間的な条件が整っていない

からではないか。制度を支える人間がいないと

ころで機械的にこれがいいんだと人々にそれを

押し付けてしまうと、制度が人々を蹴散らすよ

うなまずい状況が起こってしまう。最初にまず

理性的な国家を作ってそれを人々に強制すると

いう形では、どうもうまくいかないんじゃない

か、ということがドイツの知識人たちにだんだ

ん実感されてきて、シラーもそういう考え方に

立っています。

　しかしそう考えると、ここにはジレンマとい

うか矛盾、こちらを立てればあちらが立たずと

いう状況がどうも出てきてしまう。「人間の美

的教育について」から引用して読んでみます

と (シラー『美学芸術論集』冨山房、1977 年、

117 頁 )、「政治上の改善はすべて性格の高尚化

から出発すべきです」。人間が良くならないと

社会は良くならない、ということですね。「し

かし、野蛮な国家機構のもとでどうして性格

が高尚になることができましょうか。」つまり、

人間が良くならないと社会は良くならないけ

ど、でも良くない社会のもとでどうして良い人

間が育つでしょうか、というわけで、鶏が先か

卵が先かみたいな話ですけど、ここには解決し

がたいジレンマがあります。どこから出発すれ

ばいいかということになりますが、「してみれ

ばこの目的のためには、国家が与えたものでは

ない手段を探し、いかなる政治的な腐敗堕落に
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もかかわらず、純粋無垢に保たれている源泉を

そのために開発する必要があるでしょう。」国

家でもない、個人でもないどこか、その中間に

何か手がかり、取っ掛かりとなるものが必要な

んじゃないかというふうに考えるわけです。そ

してそれこそが芸術だ、というんですね。「い

まや私は、これまでの一切の考察が目的として

きた地点に到達いたしました。この手段こそ芸

術のことであり、この源泉こそ芸術の不滅の規

範のなかで開発されるのです。」こういう次第

で、芸術というのは国家からも個人からも独立

していて、しかも純粋無垢に保たれている源泉

なんだというわけです。ここから出発すること

で、個人を純化することと国家社会を改善する

こと、この両方が同時に可能になる、というこ

とで芸術はまさにカギになる。しかも、この場

合には芸術が独立しているということが重要な

わけです。プラトンのように国家や何かの道具

になるんじゃなくて、むしろそこから独立して

いるからこそ、社会改善のための切り札になる、

そういう見方が出されているわけです。

　では実際にどのようにして芸術が働くのかと

いうことなんですけど、一言で言いますと、感

性衝動と形式衝動を橋渡しすることによって、

ということになります。感性衝動というのは欲

望に発するものです。お腹が空いたら猛烈に何

か食べたくなるとか、気に入った異性に会った

らわがものにしたくなるとか、そういう自然な

欲望に従おうとするのが感性衝動です。これに

対して形式衝動というのは、規則を決めてそれ

に従いたいという衝動、欲求です。確かにわれ

われは、そのときどきの自然な欲望に従って生

きるのを心地よく感じることもありますが、い

つもそれだと自堕落なようで何となく気分が悪

い。やっぱり朝は毎日早く起きた方が気持ちが

いいとか、あるいは目標に向かって自分を律す

るような生活の方が充実している、という感覚

も確かにあります。これが形式衝動で、こうい

う一定の形式や理念を求める欲求が人間の道

徳を支えているとシラーは考えています。こ

の 2 つ、無定形な生命のエネルギーに従う感

性衝動と、一定の形式や形態を求める形式衝動

は、基本的に対立しているわけですが、しかし

目標になるのはあくまで後者の形式や形態の方

です。規則や理念に従う道徳的な状態をどうに

か実現したい。しかし人間というのは基本的に

感性衝動に動かされている。この二つを対立し

たまま放置してしまうとフランス革命のような

状態になる、と。つまり、国家という規則や理

念を体現する制度を作ってその命令にとにかく

従え、という形で無理やり人々を従わせようと

すると、それに対して反逆が起こったり、ある

いは逆に恐怖政治になったりしてしまう。この

2 つをいったいどうやって結びつけたらいいの

か。最初はとにかく感性衝動に従っているの

を、どうやって無理なく形式衝動に従うような

存在にしていけば良いのか。これがすごく重要

になってくる。

　そのときにシラーが注目するのが遊戯衝動と

いうものです。この遊戯衝動が向かうのは、単

なる無定形の生命でも、逆にあらかじめ決めら

れた形式でもなく、両者が融合した生きた形態

だとシラーは言います。確かに、遊びっていう

のは基本的にそういうものだと思います。子ど

もたちが遊んでいるのを見ると、ルールがどん

どん変わっていきます。普通は野球っていうの

は四角でやるものなんだけれど、人数や場所が

足らなかったら三角ベースでやろうとなった

り、おままごとをしていてもどんどん設定が変

わっていく。遊びの中では、確かに遊びに参加

する者が従う共通の規則というものがなければ

遊ぶことはできないけれど、その規則ってどん

どん自分たちで変えていくことができる。これ

は、遊びの特徴だと思うんですけど、こういう
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のは美とか芸術とかって呼ばれるものの中で働

いている原動力でもある。音楽で言えばメトロ

ノームのような機械的なリズム、絵画で言えば

幾何学的に正確なパターン、そういったものか

らズレが生まれるところに、われわれは生きた

リズムを聴き生きた図柄を見て、そこに美を感

じる。死んだ、硬直した規則ではなくて、流動

的な、動的な規則を自分たちで生成するという

あり方、そこに美というものが生じる。そこに

は感性衝動と形式衝動を架橋するものがあると

シラーは考えるわけです。

　こういう美に対する満足、遊戯衝動を満たし

た満足というのを考えると、それは食欲とか性

欲を満たした満足とはおそらく異なるだろう。

例えば音楽で言えば先ほどの生きたリズムが気

持ちいいとか、メロディがぐっとくるとか、あ

るいは絵画で言えば色彩が調和しているとか構

図の緊張感が何とも言えないとか、われわれが

受け取るのは直接的な欲求の充足というより

は、形式に対する満足です。リズムとかメロディ

とか構図っていうのは、一種の形式ですよね。

あるものとあるものの関係です。そういう一種

の形式に満足を感じる感性というのが美的な経

験においては成り立っている。そこで、シラー

の言葉を引用しますと、「感性的人間を理性的

にするには、あらかじめ彼を美的にする以外に

道はありません」(185 頁 )ということになりま

す。美的な人間というのは、確かに感覚的な快

を感じてはいるのですが、その対象はリズムや

メロディや構図のような形式です。感覚的な快

を求めていながら、その求めた先にあるのは形

式である、と。そこではもうある形式を受け入

れる状態にその人間はなっているわけです。そ

れが美的な、美を求める人間の状態ではないか、

ということで、自然な、教育されていない、感

性衝動に従う状態から、どういうふうにそれを

道徳的な教育された状態に持っていくかといっ

た時に、その中間段階として美的な状態という

のを考えることができる。単なる本能的な満足

を求めるんじゃなくて美的なものに満足を感じ

る、そういう状態に持っていくことが、ある形

式の制約、規則の制約を無理なく受け入れると

いう状態に人々を持っていくために必要だと

シラーは考えている。もう一度引用しますと、

「したがって、人間をその単なる自然的生命に

おいてさえ形式に従わせ、美的領域が達しうる

限り彼を美的にするということこそが、陶冶

（Klutur）の最も重要な課題」(187 頁 )だとい

うことになります。つまりまずは美的な存在に

する、美的なものを楽しむことができるような

状態にしていくことが、人間を道徳的な状態に

していくための準備段階というか、前提になる、

こんな風にシラーは考えていたようです。とい

うわけで、シラーは確かに美とか芸術とかって

いうのを自律的な領域として見てはいるんです

けど、それはやはり道徳的状態の前段階という

位置づけになり、人間を道徳的にするための準

備として美や芸術の経験を考えていたというこ

とになります。

　しかも、シラーにおける美や芸術の位置づけ

を見ると、感性をどういうふうにしてうまく導

いていくか、という課題に応えるものとして考

えられていて、やはり理知的なものとは対立す

る感覚や感情の領域に美や芸術は位置づけられ

ている。プラトンとシラーは、美や芸術につい

ての考え方としては、それぞれ古代と近代を代

表するような考え方であり、見方が非常に違っ

ているんですけれども、美や芸術と教育との関

係という視点から見てみると、非常に似ている

ところがある。理知的なものとは区別された感

情や感覚の領域を美や芸術の管轄と考えて、だ

からこそ、この感覚や感情をコントロールでき

るというところに美や芸術の教育的な意義を見

ている。そしてこういう考え方が、芸術は情操
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教育だという見方、つまり、知的な教育とは別

の場所に芸術系の教科の意味を求めようとする

ような、広く普及した見方に結びついているの

ではないか、ということです。

C. 「情操教育」の問題点と芸術系教科の苦境

　そこで、そもそも「情操」って何なのかと考

えてみると、実は良くわからない言葉なんです。

ちょっと調べてみたら情操っていう言葉は漢語

ではないみたいですね。中国から来た言葉では

なくてsentiment っていう西洋からきた言葉

の翻訳語として作られたみたいです。1884 年、

明治 17 年に出された『哲学字彙』という本が

ありまして、西洋の様々な学術用語をどのよう

にして日本語に移すかっていう対照表みたいな

ものです。井上哲次郎が編集したこの本に「情

操」が出てきまして、sentimentの訳語とし

て「情操」という言葉を当てています。この時

期にはもうすでに情操という言葉がsentiment
の訳として登場しているわけです。

　教育との関係でどう使われたかについては、

音楽教育の場合について木間英子さんという方

が『日本における音楽教育理論の美学的基盤の

研究——情操教育としての音楽教育再考』とい

う学位論文を 2008 年に一橋大学に出されてい

て、その中で非常に詳しく調べられています。

この論文はまだ本として刊行はされていないよ

うです。しかし、最近は学位論文は原則ネット

上で公開しなさいということになっていて、木

間さんはその原則に忠実に公開して下さってい

るので誰でも読めて大変ありがたい。ともかく

非常に興味深い、公刊に値する論文だと思いま

す。そこからつまみ食いさせてもらいますと、

まず 1881 年、明治 14 年の『小学校教則綱領』

の「唱歌」の項目にこういう記述がある。「児

童の胸郭を開帳して其健康を補益し心情を感動

して其美徳を涵養せんことを要す。」唱歌とい

う教科の目標として、心情を感動させる、そし

てそのことを通して美徳を涵養する、というこ

とが言われていて、見ようによってはシラーの

美的教育論の構図そのものだとも言える。情操

教育という言葉は出ていないけれどもまさに今

言う情操教育が音楽教育の目標として謳われて

いるわけです。そもそも音楽教育を学校に導入

した明治のはじめに情操教育的な考え方がす

でにできあがっていたということになります。

それから、1941 年の『国民学校令施行規則』。

これは、芸能科音楽、芸能科美術という形で芸

能科というくくりの中に芸術系の教科を組み込

んだ、そういうカリキュラム編成になっている

わけですけども、その芸能科音楽に「情操」と

いう言葉が出てくるんですね。「歌曲を正しく

歌唱し音楽を鑑賞するの能力を養ひ国民的情操

を醇化するものとす。」これが芸能科音楽の目

標で、ここで、「国民的」という言葉がくっつ

いていますが明確に「情操」が目標として掲げ

られる。それから、戦後にもこの「情操」とい

う言葉は引継がれまして、47 年の『学習指導

要領 (試案 )』の音楽の目標は「音楽美の理解・

感得を行い、これによって高い美的情操と豊か

な人間性とを養う」となっています。最新の学

習指導要領にもやはり「豊かな情操を養う」と

いうことが謳われていて、確か 68 年の改定か

ら、47 年以来の「美的情操」の「美的」が取

れて単なる「情操」になっているのですが、と

もかく戦前から一貫して「情操」が芸術系の教

科の目標として掲げられているわけです。

　どうして「情操」がかくも根強いのかという、

その理由はいろいろあるとは思うんですが、先

程申しましたように最近音楽教育関係の方々と

のつながりが出てきておりまして、文科省で教

科調査官として音楽科の指導要領の編成に携

わっておられた先生ともお話する機会がありま

した。そこで、「情操教育」という言葉は音楽
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の可能性を狭めてしまってあまり良くないん

じゃないでしょうかと、恐る恐る尋ねてみまし

たら、「いや私もそう思っているんです」と言

われたので少し驚いたのです。「私が調査官の

時も、「情操」という言葉を何とか外そうと思っ

た」と。「そう思ったんだけど、そう言ったら

文科省の役人がこれだけは絶対外さないでく

れ、情操っていうのは一番使いやすいんだ、と。

なぜ音楽を学校でやるのかを普通の人に納得し

てもらうのに、豊かな情操を養うんですという

と、ああそうですかと納得してもらえる、だか

ら、「情操」をはずしたいお気持ちはわかるけど、

でもこれを外したらダメです、と強力に反対さ

れて、結局外すってことはできなかった」と言っ

ておられました。確かに、通りがいいと言うか、

情操ってすごく使い勝手のいい言葉で、それが

養えるなら、まあ音楽科もいるか、っていう気

分にさせてくれる、そういうマジックワードみ

たいなものかなとも思います。

　しかし、やはり「情操」という言葉で芸術教

育を正当化するっていうのは問題があるんじゃ

ないかと私は思っていまして、それは、これま

で言ってきたみたいに、知性と感情を対置させ

て、知性とは切り離されたところに芸術教育の

課題を見てしまうことになるからです。知性は

まあ国語や算数や理科社会がやってください、

美術や音楽は感情部門を担当しますから、って

いうふうにして管轄を分けてしまうと、知性担

当とされた教科は感覚的な経験や感情的なコ

ミットメントを欠いた「干からびた」ものにな

りやすいし、感情担当とされた美術や音楽は、

ちょうどプラトンが言っていたみたいに、特定

の感情の傾向を子どもたちに練り込んでいくよ

うなものになりやすい。これはどちら側にとっ

ても不幸なことではないかと思います。また、

こう見ると、情操教育という考え方は、美や芸

術を、好ましい感情のあり方を形成するという

目的のための道具にしてしまうことにもなっ

て、それ以外にありうる美や芸術の様々な可能

性を切り詰め美や芸術の教育的な可能性を狭め

ることにもなるのではないか、というふうに私

には見えるのです。

　もっとも、先程紹介しましたような、「情操」

というのを外さないでくれ、外しちゃいけませ

んと言われたという話も何となく理解できま

す。それは芸術系の教科が相当の苦境に立たさ

れていて、なかなか自分たちの存在を正当化す

る根拠を見出しにくいという状況があるような

のです。授業時間の減少ということが危機感を

もって言われているんですけれども、私が調べ

てみた限りでは、数字的にむちゃくちゃ減って

いるというわけではないですね。しかし減って

いることは確かです。小学校の全教科時間の中

で音楽科と図画工作科を合わせた時間数が占

める割合を見てみますと、1958 年が 15.6%、

1977 年が 14.4%、1998 年が 13.4%と次第に

減少しています。同様に中学校の音楽プラス

美術の割合を見ますと、58 年が 9.4%、77 年

の改定でちょっと増えて 11.2%になりますが、

98 年は 7.8％と、こちらも減少しています。

どちらも漸減傾向という感じですが、最初から

少ないですし、中学校でいうともう週に 2 時

間取れないということになるかもしれません。

特に美術なんかは 2 時間連続とってやらない

と始まって準備したららすぐ終わったみたいな

ことになりますから、時間減に対する切迫感が

すごくあるのかなと思います。

　それから選択教科化の動きもあって、芸術系

の教科は必修じゃなくて選択で良いのではない

かという主張もあるみたいです。こういう主張

を後押しする論拠もいろいろあって、たとえ

ば、芸術的・文化的な環境が良くなって、昔み

たいに放っておいたら全然芸術的な部分に触れ

られないまま大人になってしまうというような
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ことは少なくなってきているだろう。メディア

も発達して、今だったらほとんどの若者が音楽

プレーヤーで音楽を日常的に聴いている。家庭

や地域社会に任せればいい段階に来たんじゃな

いか、という考え方があるでしょう。あるい

は、他にも学校でやるべきことはいっぱいある

と。英語が入ってきたり、総合的学習の時間も

ある、音楽や図画工作に割く時間はそんなにあ

りません、という論もあるでしょう。それから、

学校で芸術的な活動が盛んになるのは望ましい

としても教科として行う必要性があるのか、と

いう論もあるでしょう。それは好きな人が部活

動でやればいい、音楽だったら学級対抗で合唱

祭でもやれば、情操教育としては十分ではない

か、といった議論です。いろんな論拠があって、

確かに芸術系の教科っていうのは厳しい状況に

置かれているだろうなということは想像できま

す。

III. 「学力」と「エビデンス」に抗して

　ではなぜ苦境に置かれているのか、その背景

にあるものをちょっと考えてみたいのです。そ

こで出てくるのが先ほど申しました「学力」と

「エビデンス」というこの２つのキーワードで

す。これがやはり大きいんじゃないかと。それ

で「音楽科へのエール」という文章の副題にも

「「学力」と「エビデンス」に抗して」とさせて

もらいました。私はこの「学力」重視とか「エ

ビデンス」重視という掛け声が、学校教育に大

きな問題をもたらしていると考えていまして、

だからこそ、逆説的ですけれども、芸術系の教

科が可能性を持っているのではないか、と考え

ています。「学力」とか「エビデンス」ってい

う掛け声が鬨の声みたいに響きわたって、その

中で芸術系の教科が苦境に立たされているんだ

けど、逆に言うと、芸術系の教科を出発点にし

てそこから学校教育全体を見直すことが、「学

力」や「エビデンス」によって支配された結果

問題が大きくなっている学校教育の現状を変え

ていく原動力になる可能性がある、そんなふう

に、仮説的ですけれども考えています。そこの

ところをお話できればと思っています。

A. 「学力」重視の二重の短絡

　まず学力重視ということが最近すごく言われ

ている状況があると思います。60 年代に一旦

挫折した全国学力テストが再度導入されました

し、またその背後には例のPISA調査っていう

のがあって、国際的に言って日本の子どもたち

の学力はどうなんだという議論がありました。

その際には、成績そのものはいいかもしれない

けれども考える力は弱くなっている、といった

問題が指摘されて、学力概念の捉え直しという

ことも含めて、学力というものへの注目が高

まってきていると思います。これ自体は、誰も

反対する人はいないというか、学力は大事だろ

う、学力が高いのにこしたことはないだろう、

ということは確かかもしれません。しかしこの

学力についての見方が非常に狭くなってきて

いたり、学力重視ということが、「二重の短絡」

と名付けたんですが、非常に短絡的な形で推進

されているのではないかと、そんな印象を持っ

ています。

　歴史的に見てみますと、敗戦直後にも学力

低下ということが叫ばれて論争になったり、

学力っていうのは戦後ずっと学校教育に関す

る議論の中心的なテーマではあったんですけ

れども、最近の学力に関する議論には PISA
調査が圧倒的な影響を与えているようです。

PISA というのは、皆さんご存知だと思いま

すけど、Program for International Student 
Assessment の略で、OECD が行った生徒の

学習到達度調査のことです。経済協力開発機構

が、学校での学業の成果をリテラシーという概

今井　康雄
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念で捉え直して、そのリテラシーを調査する非

常に巧妙なテストを開発した。そしてこのテス

トでもって、各国の学校教育のアウトプットを

調査しようとしたというものです。しかもこれ

は、文化的な違いやカリキュラムの違いを超え

て、国際比較可能な形で 15 歳段階の子どもた

ちのリテラシーを測定するという触れ込みに

なっていて、OECD の加盟国を中心とする様々

な国で調査をして、国別のランキングとか出し

ているわけですね。最近は少し追加されたよう

ですが、もともとは読解リテラシーと数学リテ

ラシーと科学リテラシー、この三つに分けてリ

テラシーを測定すると。しかも、先ほど言いま

したけれど、国ごとのカリキュラムの違いとい

うのは度外視して 15 歳段階でのリテラシーを

測定して国際的に比較するということをやって

いるわけですね。

　ここで言うリテラシーとは何かについては、

もちろんOECDが公式の詳細な定義をしてい

ますが、私なりに整理すると、＜言語や数理と

いった記号の世界を問題解決のために適切に使

いこなす能力＞ということになるかと思いま

す。リテラシーというのはもともとは読み書き

能力のことですね。その意味を拡張して数学と

か科学とかにも適用しているわけですが、なぜ

リテラシーという言葉を使うかというと、やは

り記号の世界というのが前提になっているから

でしょう。記号を道具としてどう使うか。読み

書きの場合だったら言語ですけど、数学や科学

になると数理ですね。それをどうやって問題解

決のために使いこなすか、というのがリテラ

シーという考え方の基本になっていると思いま

す。それこそが現代社会で求められる能力なん

だというわけです。現代社会をクレバーに抜け

目なく生きる能力としてこの広い意味でのリテ

ラシーというものが考えられているのだと思い

ます。それはそれで全く問題ないというか、多

分そのとおりなんだろうなというところです。

現代社会で抜け目なく生き抜こうと思ったら、

情報をうまく処理して、問題解決に主体的に活

用していく、そういう態度が必要なんだろうと、

これはこれで良く分かります。

　そのこと自体に問題はないんですけど、しか

しそういうものの見方が教育の中に入ってきた

時に、いくつかの短絡が起こっているというふ

うに思えるわけです。ひとつはPISA調査の言

うリテラシーが教育の目標になってしまう。こ

れは「PISA型学力」なんていう言葉に典型的

に表れていますが、つまりPISA調査の点数を

上げることが教育の目標になってしまう。これ

はすごい短絡だと思うんですよね。

　もともとOECDがなぜPISAのような調査

をやったかというと、それは、教育政策を国際

的に比較して各国の教育政策を改善するために

ベンチマーキングをしようとして始めたことな

んです。経済協力開発機構という名前の団体が

なぜそんなに教育に深入りするのか不思議に思

われるかもしれませんが、OECDの歴史を見

ると面白いんですね。OECDは経済開発とい

う観点から教育政策に関与しようと以前から試

みてきました。経済を発展させようとすると教

育というのは極めて重要だということで、加盟

各国の教育政策に影響行使しようとして 60 年

代からずっと教育に関する情報提供をしていま

す。ところがそれがなかなかうまく機能しな

かった。当初は国ごとに個別的に情報提供を

やっていました。最初の頃は、これは普通に考

えれば当然そうなるんですけれど、教育政策っ

ていうのはそれぞれの国の独自の文化的・歴史

的な背景を背負っているので、それを十分考慮

した上ででないと有効な助言にならないだろう

ということで、各国ごとに調査をして個別的に

情報提供をやっていた。しかしその苦労して調

査して作成した助言がなかなか聞いてもらえな
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い。それで方針を転換して、各国ごとにやるん

じゃなくて国際比較でいこうということを 80
年代くらいから考えて研究を進めていったわけ

です。その一つの成果がこのPISA って言う調

査です。

　さっき言ったみたいに、カリキュラムの違い

とか文化の違いをまったく度外視して 15 歳段

階のリテラシーというのを測定しようというわ

けです。ものすごく大胆な発想ですよね。数学

なんかだったら従来も国際的な学力比較の調査

はありました。しかし、特に読解リテラシーな

んていうのが、言葉が違うんだから当然比較な

んかできないだろうと思ったら、それをうまく

クリアできるような巧妙な問題を心理学者が中

心となって作っていったということです。落書

きについての意見の違いだとか、インフルエン

ザの予防接種のお知らせだとか、現代生活で出

会う状況に関連した文章から、いかに的確にそ

の状況に対処するために必要な情報を取り出す

か、ということが試されるような問題が出され

ています。こうした巧妙なテストを開発した、

その目標はしかし何だったかというと、各国の

教育政策のパフォーマンスを比較可能な形で明

らかにしようということです。たとえばこうし

た読解リテラシーの問題をやらせてみて、15
歳の子どもの正答率が他国に比べて著しく低く

出たとしたら、どこかしら教育政策に問題があ

る、と。だからそれを改善してください、とい

うための指標として考えられたわけです。たと

えばドイツなんか、自分たちの教育は質が高い

に違いないと思っていたら結果はさんざんで、

全然良くなかった。どこがおかしいんだって話

になって、例えば、階層によって成績に大きな

差があると。そうすると、移民の子どもたちな

んかに対するサポートが不足していたのではな

いかということが気づかれて、そこに力を入れ

ていこう、というような方針がPISA調査から

得られたわけですね。これなどはPISA調査の

ポジティブな成果だったと言ってもいいでしょ

う。ともかくこうした政策改善のためのひとつ

の指標として考えられた調査だった。どの程度

適切なたとえかは分かりませんが、腫瘍マー

カーというのを考えてみると良いかもしれませ

ん。血液検査の項目に腫瘍マーカーというのが

あって、これは体内に腫瘍ができると増大する

因子を測定して出てくる数値です。腫瘍マー

カーの数値は体内で何が起こっているかの指標

ではありますが、医療がやるべきことは、その

指標を手がかりにして体内の病理に働きかける

ことです。腫瘍マーカーの数値を下げることが

自己目的になって医者が血液とだけにらめっこ

するとしたら、これはとんでもない本末転倒で

しょう。同様に、単なる指標にすぎないPISA
調査の結果を上げることが教育全体の目標のよ

うになってしまったら、これは致命的な短絡だ

と私は思います。

　もうひとつの短絡は、上のこととも関係す

るんですけど、教育をアウトプットによって

評価しようという考え方が広まったことです。

PISA調査はまさにそうなっているわけで、先

ほど言いましたように、カリキュラムの違いを

まったく度外視して 15 歳段階のアウトプット

を測定する。しかしこれは、各国の教育政策を

国際的に比較する上での指標を得る、そのため

の手立てだったわけです。ところがこの指標が

どんどん機能し始めて各国の教育政策を左右す

るような力を持ってくると、教育そのものも結

局アウトプットによって評価してもいいんだ、

いやするべきなんだと、そう考えてしまうとい

う短絡が生じてくる。教育っていうのは、私は

本来、プロセス、どういう学習の経験を子ども

がしたかっていうプロセスが決定的に重要にな

る営みだと思うんです。ものすごく単純な例を

言えば、テストで子どもが正解を出したという

今井　康雄
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時、それを自分で考えて解いたのか、それとも

誰かから答えを教えてもらってわけも分からず

写したのかって決定的な違いですよね。アウト

プットは同じでも、そこが問題なんじゃなく

て、答えにたどり着くまでに子どもがどういう

経験をしたかっていうことが実は教育を見る場

合には決定的に重要です。それは、広く言えば

カリキュラムの重要性ということになってくる

んですけど、カリキュラムの違いを度外視した

PISA調査の流儀に倣うみたいに、教育そのも

のも、プロセスを云々するような面倒なことは

やめてあっさりとアウトプットで評価しましょ

う、というような傾向が広がってしまっている。

最近全国学力テストの成績を学校ごとに公表し

て学校同士で競わせようとか、そんな話がいく

つかあります。ああいうのはまさに、学校でど

ういう教育が行われているかをアウトプットで

評価できると思い込んでいるわけです。学校教

育が学力を重視すること自体に問題はないし、

OECDが現代に求められる能力をリテラシー

という形で規定してそれを教育政策のパフォー

マンスの指標にするということだって、まあ「あ

り」かもしれないんだけど、この両者が合体す

ると教育にとって致命的な短絡が起きてしま

う。

　こうした短絡的な教育の見方がはびこると、

芸術系の教科はほぼ視野の外に置かれてしまう

ことになる。PISA調査で測定される学力って

いうのは、読解リテラシーにせよ数学リテラ

シーにせよ科学リテラシーにせよ、いわゆる主

要 4 教科・主要 5 教科の問題ということにな

るし、先ほどの知性と感情の役割分担を前提に

すれば、美や芸術はなおさら学力形成という学

校の任務から遠ざかる。学力重視が言われれば

言われるほど、芸術系の教科の居場所は小さく

なって、せいぜい学力重視で疲れた子どもの心

を和らげるとか、慰めるとか、そういうリクリ

エーション的な位置づけに追いやられていくの

ではないでしょうか。

B. 「エビデンス」重視の文脈——説明責任と応答

責任

　もうひとつが「エビデンス」重視っていうこ

とで、先ほど教育がアウトプットで評価される

傾向が強まっていると申しましたが、そうなっ

てくると、結局そうしたアウトプットの評価の

ために数値化が求められる。出てきた数値こそ

がエビデンスだ、ということになる。エビデン

スというのは、もともとは証拠とか論拠とかい

う意味ですけど、エビデンスを出すっていった

ら、たとえば最近財務省が、教員を増員したこ

との効果についてエビデンスがない、だから予

算を削る、などと主張した時もそうでしたが、

数値で出せということになる。先ほど言った、

学校を学力テストの成績で評価する、というの

は典型ですが、数値化するとすごくわかりやす

い。学校で何がやられているかなんてことに知

識のない市長さんや知事さんでもすぐ理解でき

る。そういうふうにして数値としてのエビデン

スが強力に求められているわけです。

　じゃあ、なぜ数値化するとエビデンスになる

のか、確固とした証拠になるのか、と考える

と、これは結構不思議なんですね。ここにポー

ターっていう人の『数値と客観性——科学と社

会における信頼性の獲得』(みすず書房、2013
年 )という面白い本がありまして、これは、い

ろんな専門職的職業、医師とか薬剤師とか会計

士とか、そういう人たちがどういうふうに自分

たちの専門性っていうのを主張してきたのか、

そしてその中に数値化の要請がどういうふうに

組み込まれていったのか、という、専門性の主

張と数値化の要請の関係を歴史的に描いたとて

もおもしろい本です。そこで言われているのは、

なぜ数値化が求められるのかというと、それは
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結局専門家の判断に対する不信から出てくるの

だ、ということです。たとえば、会計士に対す

る数値化の要求というのはどこから出てきた

かっていうと、いろいろな会計上の不正、会計

士が会社とグルになって帳簿をごまかすという

ような事例が多く出てくると、会計士は信用出

来ん、任せておけないから、会計処理の規則を

厳密に定めて、外部からも分かるように結果を

すべて公開して示せと、そういった形で数値化

が求められた。だから、伝統や学問的基盤が脆

弱な専門領域ほど数値化の要求が厳しくなるわ

けです。伝統的な専門職である医師なんかでも、

昨今では医療事故が頻繁に問題になったりして

医師を見る目は厳しくなっていますけど、まだ

数値化が求められるところまではいってないか

もしれません。ところが教師はやはり伝統も学

問的基盤もそれほど強くない。だから数値化し

て出せという外側からの要求になかなか抗しき

れないということがあるかもしれません。

　ポーターは、科学研究の中心領域ではかえっ

て数値化の要請は低くて、当事者に対する信頼

に任されている部分が大きいと言っています。

以前、小保方問題っていう、遺伝子治療研究の

最前線で起こったデータ捏造問題がありました

けれども、私はポーターのこの本を読んであの

時のことを思い出しました。科学の最先端に行

くほど数値化がどんどん進んで基準が厳しく

なっているのかというと必ずしもそうではない

らしいということです。あそこで言われたのは、

「いや、実験にもコツが有ります」とか「小保

方さんでないと出せないデータがあります」と

かっていう話だったんですよね。ということは、

結局科学への信頼とか最先端の科学的成果への

信頼性っていうのは、突き詰めていくと、その

人の実験のスキルとか独特なやり方とか、そう

いうものに依存している。科学に携わる個々人

に信頼を置いているわけです。あの研究グルー

プに属するあの人がやったことなんだから、ま

あ間違いないだろう、という形でみんな受け止

めているらしい。だから、実は科学の最先端に

おいては個々人への、当事者への信頼に任され

ている部分が非常に大きい、ということを痛感

したんです。逆に言えば、数値化が求められる

というのは、実は不信に由来する。本当に専門

家は正しく判断しているのか、信頼はおけるの

か、という不信が生じてくると、ちゃんと数値

という形でエビデンスを出せ、というような要

求になって表れるのだろうと思います。

　学校もまた、エビデンスを出せって最近言わ

れているわけですけれども、それは結局、教師

という専門家の判断に対する不信から出てきて

いるだろうと。親の側も、かつては先生にお任

せします、という態度だったのが、最近では学

校に対してどんどん要求を出す。そのこと自体

は決して悪いことではないんですけれども、そ

の要求が数値としてのエビデンスへの要求とい

う形で出てくる。この数値化への要求というの

はおそらく学校への不信から生じていると考え

られるわけです。それで学校もちゃんと客観的

に評価できる数値を出しなさい、判断根拠とな

るデータをエビデンスとして出しなさいという

ことになる。しかし、たとえば学校と保護者と

が緊密に連絡を取り合っていて、保護者も学校

の教育に様々な形で関与している、というよう

な学校では、親は要求を出すかもしれませんが、

それは必ずしも数値としてエビデンスを出せ、

という形にはならないのではないでしょうか。

　ここで考えてみなければならないのは、学校

がエビデンスを出すとして、それは誰のために

出すのか、ということです。現状では、結局の

ところ、学校の外部にいる利害関係者の学校に

対する厳しい目に対処するために出すというこ

とになっているのではないか。不信に対して対

応するということで、親だとか、学校を管理す
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る当局だとか、あるいはもっと一般的に言えば

納税者だとか、そういう学校の外にいる利害関

係者に対して、私たちはこういうふうな活動を

していて、そのためにお金はこれだけ使ってい

て、それによってこれだけの成果を挙げていま

す、というようなことを開示する、つまり学校

の活動の申し開きをするために数値化したエビ

デンスを出すことが求められる、という構図に

なっているんじゃないかと思います。

　こういうことが不必要とは言わないけれど、

しかし本末転倒になる場合があると思うんで

すよね。今言ったようなエビデンスの出し方

は、最近はやりの言葉で言えば学校の「説明責

任」ということになるのでしょう。自分たちの

やっている成果についてのエビデンスを出すこ

とで学校は説明責任を果たしている、と。しか

し責任と言っても、本当に学校が果たすべき責

任とは何かと考えると、その核になるのは実は

説
アカウンタビリティ

明責任じゃなくて応
レスポンシビリティ

答責任のはずなんです

ね。学校外の利害関係者に申し開きをすること

が学校の存在理由じゃないでしょう。学校は親

や行政に申し開きをすることを目的に作られて

いるわけではないですから。そうではなくて、

児童・生徒に対してしっかりした教育活動をす

る、つまり児童・生徒の本来的要求に対応する、

応答するというのが学校の本分ですよね。こう

いうレスポンシビリティを果たすっていうのが

学校の本来の任務なのに、それよりもむしろ学

校の外にいる人たちに向けてデータを出して申

し開きをすることの方が忙しくなってしまう。

先生も忙しくてなかなか授業の準備に時間がと

れないとか、子どもと顔を合わせる時間がとれ

ないとか、という事態です。せっかく生徒がサ

インを出してくれていたのにそれを見逃してし

まって、結局その生徒は自殺してしまったとい

う事件がありました。もちろん自殺が防げたか

どうかなんてことは誰も確かなことは言えませ

んが、多分先生忙しかったんだろうなー、とい

うことも想像するんです。そうやって、本来は

個々の子どものサインとか要求とかに丁寧に対

応するのが学校の責任だし、先生の本来の仕事

なのに、そして先生もそこにこそやりがいを感

じるはずなのに、それに十分時間や労力が回せ

ない。こういうことをやってますっていう申し

開きをすることに精力が使われてしまって本来

の仕事がその分削られるとしたら、本当にこれ

は本末転倒ということになります。アカウンタ

ビリティに重きを置くあまりレスポンシビリ

ティが疎かになる、ということがエビデンス重

視という掛け声がもたらしている大きな問題だ

と思います。

　最近『教育学研究』という雑誌が「教育研究

にとってのエビデンス」という特集を組みまし

て、私も「教育にとってエビデンスとは何か——

エビデンス批判をこえて」という題の論文を

書かせてもらいました (第 82 巻第 2 号、2015
年 )。その結論部分でこんな図を出したんです

(次頁 )。
　エビデンスと教育を考える場合に、一方でエ

ビデンスは教育を支える、エビデンスに立脚す

ることで教育は改善されるというエビデンス擁

護の主張があり、他方でエビデンス重視は結局

教育の土台を掘り崩してしてしまう、特に教師

の専門性を掘り崩してしまうという批判がもう

一方であります。それが図Aです。しかし、エ

ビデンスという問題はそういうふうに単純に考

えることのできない問題だっていうのが私の結

論で、説明責任と応答責任という 2 つ、今言っ

た 2 つの責任のあり方を考える必要がある。

このことを説明しようとしたのが図Bです。説

明責任を支えているのが近代科学的なエビデン

スで、今のところエビデンスっていうことで想

定されているのはほとんどこの、数値で表現可

能なような近代科学的なエビデンスです。した

今井　康雄 芸術教育の可能性
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がってエビデンスについての議論はどうしても

説明責任の文脈に流れ込んでしまう。しかしそ

れだけを考えるんじゃなくて、応答責任に対応

するようなエビデンス、それを私は生活世界的

エビデンスと呼んだんですけど、こちらも考え

る必要があるだろう、と。こちらの生活世界的

エビデンスから応答責任へという、このルート、

こちらも考える必要があるのではないか、二本

立てで考えなくちゃいけないのではないか、て

なことを書きました。教育はやはりこのレスポ

ンシビリティ、応答責任にどう応えていくかっ

ていうことをメインに考えないといけないと思

います。そういう意味で、アカウンタビリティ

の文脈しか見ない最近のエビデンス重視の傾

向っていうのは、やはり大きな問題を含んでい

るというふうに考えています。

C. 芸術教育のポテンシャル

　以上のことを踏まえて、芸術教育の可能性に

ついて考えてみたいと思います。芸術系教科の

苦境ということに触れましたが、この苦境とい

うのは、芸術系教科が「学力」重視とも「エビ

デンス」重視とも折り合いが悪いというところ

から来ている部分が大きい。こういう事態に直

面して、いや芸術的な活動は学力向上にもつな

がります、たとえば美術鑑賞は思考力を鍛える

ことになって現代的な学力に貢献できます、と

いうような形で芸術系教科の居場所を確保し価

値を高めようという試みもあるみたいなので

す。しかしこういう押し出し方は、結局芸術を

何か別の目的のための手段として位置づけて、

その手段的価値を売り込むということになって

しまって、本当の意味で芸術系教科の価値を高

めることにはならないのではないか、と私は

思っています。むしろこの苦境そのものをチャ

ンスに変えた方が良いのではないか。今説明し

ましたように、学力重視・エビデンス重視の傾

向は、学校教育の本来の目的に照らして望まし

いと言えるような状況を学校にもたらしている

とは思えない。とすれば、そういう現今の学校

と折り合いの悪い芸術系教科は、そうした現代

学校の状況を変えていくためのポテンシャルを

or

A
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秘めているかもしれない、ということで、実際

私はそのとおりだと思っています。

　芸術教育の関心に忠実に、その核心的な利益

を追求することが、「学力」重視とか「エビデ

ンス」重視とかの掛け声によって忘れ去られる

傾向にある学校教育の核心的利益、それは応答

責任の重視であり、応答責任を果たすために子

どもの学習の経験を重視する、これが私は学校

教育の核心的利益だと思ってるんですけど、そ

れを思い出させる、ということにつながるので

はないか。何を思い出させるかというと、「学

力」重視に対しては、「リテラシー」という枠

に収まらない、もう少し広い「知」の領域があ

るんじゃないかと。記号の世界を主体的に問題

解決にうまく適用するというだけが「知」では

ない。知の世界っていうのはもっと広いものが

あるんだっていうことを想起させる可能性が芸

術教育にはあるだろう。それから「エビデンス」

重視に対しては、アウトプットに回収されない

学習の経験、そのプロセスが重要だということ、

これを想起させる可能性が芸術系の教科にはあ

る、と。そういうことを考えているんです。こ

れは現代の教育にとって結構重要なんじゃない

か。知のより広い領域を考えるとか、あるいは

アウトプットに回収されない学習の経験という

プロセスを重視するっていうのは、特に現代の

社会において重要なのではないかっていうこと

を考えていまして、それが次の「経験の貧困」

と芸術教育という問題になります。

IV. 「経験の貧困」と芸術教育

　「経験の貧困」っていう言葉は、ヴァルター・

ベンヤミンという人の言葉なんですけど、ベ

ンヤミンは 1892 年に生まれて 1940 年に亡く

なったユダヤ系ドイツ人の思想家です。現在の

メディア論の原型になるような、そういう考え

方を出した人として知られています。「複製技

術時代の芸術作品」という 1936 年に書かれた

有名な論文がその代表的なものですけれども、

文学研究者としても文芸批評家としても非常に

重要であり、都市論でも先駆的な仕事をしと、

なかなか特定のジャンルに収まらない人です。

現代社会をどう見るかということについて、非

常に鋭い、含蓄のある見方を出しました。現在

でも、多分 20 世紀ドイツの思想家としてはハ

イデガーと並んで一番多く引用されている人で

はないかと思います。そのベンヤミンが、現代

社会の特徴として経験の貧困ということを言い

ました。

A. 「経験の貧困」と「体験」の優位——ベンヤミ

ン的視点

　「経験と貧困」という1933年に書かれたエッ

セイがありまして、非常に短いものなんですけ

れども、ここでベンヤミンは経験の貧困という

状況をとても印象深く描いています。すごくイ

メージ豊かに、経験が貧しくなったとはどうい

うことか説明していますので、引用してみま

しょう。ベンヤミンは第一次大戦を例に挙げ

ています。「経験の相場はすっかり下落してし

まった。しかもそれは、1914年から 18年にか

けて、世界の歴史のなかでも最も凄まじい経験

のひとつをした世代において生じていた」(『ベ

ンヤミン・コレクション (2)』ちくま学芸文庫、

1996 年、373 頁) 。日本人から見ると、第一

次大戦って第二次大戦と比べてそれほど大きな

出来事という印象はないんですけれども、ヨー

ロッパの人たちにとっては、まさに時代の節目、

古き良き時代が終わって殺伐とした 20世紀が

始まったという、時代の節目となった大事件な

んですね。兵隊だけが代表選手のように戦場に

出て行って戦うといった従来型の戦争ではなく

て、国民全体が否応なく戦争に巻き込まれる、

そういう総力戦の時代に突入したことを如実に
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示した、現代につながる時代のはじまりを画し

た大事件なんです。今から考えると想像しにく

いのですが、開戦当初、ドイツでもフランスで

も若者たちは熱狂して兵隊に志願していったと

いうんですね。彼らは、どちらが勝つにしても

戦争は数週間か、せいぜい数ヶ月で終わると考

えていて、ちょっとした冒険のような気分で戦

場に出て行ったらしい。ところが戦線は膠着し

てしまい、結局4年間も戦争が続いた。華々し

さとは無縁のみじめな塹壕戦になって、戦車や

飛行機といった新しい武器が投入され、毒ガス

さえ使われて、無数の若者が虫けらみたいに殺

されていった。そういう凄まじい経験だったわ

けです。

　にもかかわらず、それが経験を豊かにするこ

とにはならなかった、というのです。「ひょっ

とするとこれは、見かけほど不思議なことでは

ないのかもしれない」とベンヤミンは言います。

「当時私たちは確認できたのではなかったか。

戦場から帰還してくる者たちが言葉を失ってい

ることを。伝達可能な経験が、豊かにではなく

貧しくなって彼らは帰ってきたのだった」(373

頁) 。凄まじい経験をしたはずなのに人に伝

えられるような経験はかえって貧しくなってし

まった。かつて遠くへ旅をした人がその物珍し

い経験を故郷の友人に語って聞かせたり、ある

いは苦労を重ねた父親がそこから得られた教訓

を子どもたちに語り伝えたり、といった形での

経験の伝承は行われなかった。戦争の経験が語

られる場合でも、それは決まりきったパターン

に唱和するみたいな形になってしまって、その

人なりの経験というものが語られることはな

かった、というのです。それはどうしてかとい

うと————

　まだ鉄道馬車で学校に通っていたひとつ

の世代が、野天の下に放り出され、空に浮

かぶ雲以外はすべてが変貌してしまった風

景のなかに立っていた。破壊的な電流や炸

裂が交錯する力場のただなかに、ちっぽけ

で弱々しい人間の身体が立っていた。(374
頁 )

　先ほども言いましたように、人間の力をはる

かに超えるような兵器が投入されて、そのただ

なかに生身の人間が立たされてしまった。一瞬

のうちに身体が破壊されてしまうような恐るべ

きリスクの中に人間が立たされてしまった。こ

れはベンヤミンじゃないんですけど、ベンヤミ

ンに強い影響を受けたシヴェルブシュっていう

ドイツの文化史家がいまして、そのシヴェルブ

シュが、元気だった人間が一瞬にして死んでし

まうというような状況は、機関車が発明されて

鉄道事故で人死にがたくさん出るといったこと

が起きる以前にはなかった、と言っています。

確かに、地震とか津波のような天変地異を除け

ば、健康な人間が一瞬のうちに死んでしまうと

いうようなことは、巨大な現代的テクノロジー

が発明される以前の日常にはまずなかったかも

しれません。

　ともかく、人間の生身の身体と、機関車とか

自動車とか飛行機とか、そういう現代的なテク

ノロジーとがものすごく乖離してしまった。に

もかかわらずわれわれはそうしたテクノロジー

と関わらざるをえないわけで、そういうかけ離

れたもの同士がじかに接触してしまったのが第

一次大戦の状況だったと言えるかもしれませ

ん。だから、もし戦場で見聞したことを自分の

中にまともに取り込んでしまったら精神がそれ

に耐え切れず破壊されてしまう。最近よく言わ

れるPTSD、心的外傷後ストレス障害というや

つですね。そういう状況に置かれた時に人間は

どうするかというと、自分の精神を何とか保つ

ためにショックになるような刺激を遮断するこ
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とになる。遮断してくれるのは意識です。意識

的に外界からの刺激を遮断して精神を防御す

る。その帰結が、「経験」ならざる「体験」の

優位です。つまりどういうことになるかと言う

と、これは「ボードレールにおけるいくつかの

モチーフについて」というベンヤミンの別の

エッセイからの引用ですが、「ショックがその

ように補足され、そのようにして意識によって

防御されると、ショックを引き起こすような出

来事は端的な意味での体験の性格を与えられる

ことになる」(『ベンヤミン・コレクション (1)』

ちくま学芸文庫、1995年、429頁)。

　外界と深く交わり外界の刺激を自分のなかに

取り入れて咀嚼し、そのことによって自分も変

わっていく、そういうプロセスが「経験」と呼

ばれるものだとすると、そういうプロセスが起

動しなくなってしまった。外界の刺激があまり

にも強いので、自分の心のなかに深く外界の出

来事が浸透しないように、意識によって遮断し

て、全部意識でもって処理していく。刺激は外

からいっぱいやってくるんだけど、それを全部

意識によって処理してしまって、それが自分の

中に深く浸透しないようにする。それはどうい

うことかと言うと、出来合いの情報なり枠組み

なりによって出来事を解釈していくということ

です。比喩的に言えば、誰か他人が作ってく

れたカスミ網みたいなものを張りめぐらして、

やってくる刺激を全部捕捉して、無害にしてか

ら眺める。だから出来事はすべて「ああ、例の

あれか」って言う形で処理されることになる。

最近はそういうことが多くて、インターネット

の世界がまさにそうですね。いろんな出来事が

あっても、それについての情報が同時に大量に

ばらまかれるので、それを参照して「結局…な

んですね」って言う形で、誰か他人の枠組みに

沿って出来事を解釈して納得してしまう。出来

事を既知のものにして、何となく分った気に

なっている。こういう形で意識的に出来事が処

理されると、出来事は経験とはならない。ここ

で経験にならずに積み上がるものをベンヤミン

は「体験」と名づけるわけです。情報は大いに

吸収されるし、情報を処理する仕方も上達する

かもしれないけれども経験はなされない。ある

出来事を自分のなかに取り込んで咀嚼し、咀嚼

したものによって自分自身を変化させていく、

といったことは起きない。これが「経験の貧困」

であり、「体験」の優位ということです。

　これを学校教育の問題に引きつけて考える

と、先ほどPISA調査のことを話題にして、学

力論議にそれが大きな影響を与えているという

お話をしました。このPISA調査が調べようと

したリテラシー、特に読解リテラシーなんての

は、今言った体験の優位という状況にぴったり

寄り添っているんじゃないかと思われてくるわ

けです。リテラシーということで問われていた

のは、記号の世界を問題解決のために使いこな

すという能力でした。さっきの比喩と結びつけ

て言い直せば、カスミ網になりそうな情報を目

ざとく探り当てて、それでもって問題とされた

ものをすばやく補足し処理する、そういう能力

がリテラシーということになります。それはそ

れでもちろん理知的な態度ですし、体験の優位

という現代的条件を考えれば、現代社会で抜け

目なく生きていくために不可欠の能力であるか

もしれない。だから、学校が子どもたちにそう

いう能力を装備させて社会に送り出そうとする

のを咎めることはできないでしょう。しかし、

理知的であるということは本当にそれだけのこ

となのか、それで尽くされているのか、という

ことも考える必要がある。出来合いの枠組みを

物事にうまく適用して問題を解決するというこ

とが知のすべてなのか？っていうことです。と

いうのも、経験の貧困・体験の優位という先ほ

どの話を重ね合わせてみると、出来合いの枠組
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みを適用して問題を解決するというのは、経験

を回避するための方策だったわけですよね。言

い換えれば、現実と出会うことを回避するため

の方策だった。だとするとどういうことになる

かというと、ここでは知というものが、自分を

脅かすような現実との関わりを、あらかじめ回

避するための手だてになってしまっているわけ

です。そんなものが本当に「知」の名に値する

のかって問いたいわけですね。そうした知は、

確かに人を抜け目なくクレバーにはしてくれる

かもしれないけれど、かえって現実を都合よく

切り詰めてしまうことにもなる。しかし本来、

知というのは、世界とは何か、現実とは何かを、

世界や現実に直面しつつ自分で考えるというこ

とだったのではないか。そのような知であれば

こそ、知は人を成熟させることができる、つま

り、人を単にクレバーに抜け目なくするだけで

なく、聡明にしてくれるのではないかと、そう

思いたいわけです。

B. 学習の経験——エルスチールの説話から

　実はこのことについてぜひとも紹介したいテ

キストがありまして、それがプルーストの『失

われた時を求めて』の一節なんです。この小説

はまさに大長編で、今は文庫本で読めますが、

400 ページ以上もある分厚い文庫本が何と 13
冊です。標題のついた 7 つの部分に分かれてい

て、そのうちの 2 番目になりますか、「花咲く

乙女たちのかげに」という部分があります。そ

の中でエルスチールっていう画家が主人公の若

者にとって大切な人として登場します。主人公

の「私」は、社交界に憧れているお金持ちの坊

ちゃんなんですが、いつか小説を書きたいとい

う願望を持っていて、芸術とは何かといったこ

とについて考えをめぐらしています。その時に

「私」がモデルにする芸術家が何人かいて、そ

れが小説家のベルゴット、作曲家のヴァントゥ

イユ、そして画家のエルスチールです。このエ

ルスチールは「私」が大いに尊敬している画家

で、ちょっと引用してみますと、「この天才的

な人物、この賢人、この孤独者、このすばらし

い会話の達人ですべてを見下す哲学者でもある

人物」(『失われた時を求めて (4)』集英社文庫、

2006年、361頁 )というふうに言われています。

自信に満ちていて、他人におもねることなく自

分自身の流儀を無理なく通用させることができ

る、そういう芸術家の理想像として「私」には

映っているわけです。ところが、ひょんなきっ

かけで、このエルスチールという堂々たる芸術

家が、かつてはとっても滑稽な人物として、ヴェ

ルデュラン家っていうサロンがあるんですけれ

ども、そこに出入りしていた、いつも何か下ら

ない冗談ばっかり言ってみんなに小馬鹿にされ

ていた、そういう軽薄な人物であったというこ

とを知るんですね。「私」自身はまだ若くて昔

のことは知らないんですが、ヴェルデュラン家

と親しかった年長の友人から、ムッシュー・ビッ

シュというあだ名で呼ばれていたそういう滑稽

な画家のことを話に聞いていて、この堂々たる

エルスチールが、あのかつて聞いていたムッ

シュー・ビッシュと同一人物なんじゃないかと

疑いを抱く。それで「以前ムッシュー・ビッシュ

と呼ばれていませんでしたか」ってエルスチー

ルに尋ねるんです。それに対してエルスチール

は「ああ、そのとおりですよ」って全然悪びれ

もせず答えるんですけど、それを聞いた「私」

が「えー・・・」っていう感じで失望の表情を

見せるんですね。それで、エルスチールが「私」

に向かって、失望するようなことじゃないん

だっていうことを語って聞かせる。それがまた

「聡明さ」ということについての感嘆するよう

な解説を含んでいるわけです。長いですけれど

も引用してみます。

今井　康雄
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　「どんな聡明な人であっても」と彼は言

う、「その若いころのある時期に、思い出し

ても不愉快になる消してしまいたいような

言葉を口にしたり、あるいはそういう生活

を送ったりしたことのない者はいやしませ

ん。でも、これを頭から否定して後悔する

には及びません。その人がなんとか聡明な

人間になり得たというのも、最終的にそう

なりきる前に、滑稽な人間だったり厭うべ

き人間だったりしたというさまざまな段階

を経てきたからこそなのです。私は知って

いますよ、名士の息子さんやお孫さんに当

たる若い人たちで、中学のころから家庭教

師に、精神の高貴さや道徳的な気品を教え

こまれた人たちがいる。この人たちは、た

ぶん自分の生活から切って捨てなければな

らないものなど、何ひとつ持ち合わせてい

ないでしょう。自分たちの口にしたすべて

のことを公表し、それに署名することさえ

できるかもしれない。けれども、こんなも

のは貧弱な精神だし、空論家の無力な子孫

です。こういう人たちの聡明さは否定的で

不毛なものだ。聡明さは人から教わること

のできないものです。これは、誰にも代わっ

てもらえない道程、誰もわれわれから免除

してくれるわけにはいかない道程をたどっ

た後に、自分の力で見つけ出さなければな

りません。なぜって聡明さとは、一つの物

の見方なのだから。あなたが感心されるよ

うな生き方や、高貴な態度だと思われるよ

うなものは、一家の父親だの家庭教師だの

によってしつらえられたものではありませ

ん。それはその前に周囲を支配している悪

しきものや凡庸なものに影響されて、まる

で違った形で始められた時期を持っている

のです。それは闘争と勝利とを示している

のです。私には、駆け出しのころの自分た

ちの姿が今では見分けのつかないものであ

り、いずれにしても不快なものであること

が、よく分かる。でも、これを否定しては

ならないんです。だってそれは、本当に生

きてきたということの証拠だし、私たちが

人生と精神とを支配している諸法則にした

がって、生活のつまらない要素から […] そ
れを越えるものを引き出したという証拠な

のですから。」 (361-362 頁 )

　どうでしょうか。この一節は、さっき述べた

学習の経験、その過程性ということについての、

最良の解説のひとつじゃないかと私は思ってい

るんです。聡明さというのは一種の物の見方な

んだけど、この物の見方というものは、出来合

いの形で誰かから受け取るわけにはいかず自分

で闘いとる以外にない。それはなぜかと言え

ば、物の見方は情報として受け取れるパッケー

ジのようなものではなくて、自分自身の変容を

必要とするからですね。誰もが自分なりの物の

見方ってものを、たとえ未熟なものだとしても

最初から持ってるわけで、問題はその物の見方

をより聡明なものに変容させることです。その

ためには、ベンヤミンが「経験」と呼んだよう

な過程が必要になる。つまり、周囲の「悪しき

ものや凡庸なもの」と交わって、その中での「闘

争と勝利」を通して自分自身を変容させ形成し

ていく、外界の様々な刺激を自分の中に取り込

んで、自分で咀嚼して、そのことを通して自分

自身を変化させていくという過程が必要にな

る。情報の取得と何が違うのかと言えば、山の

頂上へ行くのにヘリコプターで運んでもらうか

自分の足で苦労して到達するかの違いと言って

いいかもしれません。見える景色は同じでも、

感動の質は違うでしょう。その違いを作ってい

るのは、頂上に着くまでのプロセスで得られた

「物の見方」の違いです。そういうプロセスっ
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ていうのが実は人間が形成されるプロセスであ

り、また学習の経験でもある。

　ところが、ベンヤミンが言う「経験の貧困」

というのが一般的になっているとすると、それ

はまさにこの学習の経験が求められなくなる、

その「相場が下落する」ということです。そう

なると、結局「知」というのも空洞化してその

名に値しないものになってしまうのではないか

と思うんです。出来合いの情報の取得とその抜

け目のない適用に終わってしまって、本当の意

味での事柄の探究とか、納得の追求っていうの

に、至らないまま終わってしまう。本来、「知

る」という過程は、ヘリコプターで山の頂上に

運んでもらうみたいに出来合いの情報や枠組み

を受け取ることじゃなくて、訳のわからない現

実と取り組んで自分なりの納得を得ていくこと

だと思うんですね。だからこそ、その「知る」

ということが自分自身の物の見方の変容につな

がるし、つまりは聡明さに結実することができ

る。ところが、そういうプロセスがスキップさ

れて、誰か他人がしつらえてくれたものを受け

取れば十分、ということになってしまう。先ほ

ど言った学力、リテラシーとしての学力の想定

は、こういう状態を追認して、さらに促進して

しまっているのではないかと思うんですね。リ

テラシーというのが目標になって、いかに記号

の世界を使いこなすか、いかにクレバーな情報

処理に習熟させるかっていうことが現代学校の

課題とされて、それを教育の目標にしてどんど

ん追求すればいいんだってことになってしまう

と、まさにこの経験の貧困を学校教育が促進す

ることになってしまう。しかし、本当にそれが

学校の課題なんだろうか。それは結局のところ

「聡明さ」へと至るような道筋を子どもたちに

対して閉ざすことになりはしないか、という風

に私には思えるわけです。

C. 芸術教育のポテンシャル再論

　以上のことを前提にして考えてみると、芸術

系教科の可能性ってのは結局、経験への通路を

開くというところにあるんじゃないか。それは

つまり、芸術が情操教育として理知と区別され

た感情を管轄するというのでも、逆にリテラ

シーという限定された知のあり方に奉仕すると

いうのでもなく、「知る」ことの本筋へと学校

教育をつなぎとめる、その先導役を芸術が果た

すということです。なぜ私にそう思えるかとい

うと、芸術系の教科でやられていることってい

うのは、必然的に実験を含む。この点は、いわ

ゆる主要 4 教科とか 5 教科とかって言われる

ものとはずいぶん違うんじゃないかと思うんで

すね。たとえば理科の授業だったら、本当は実

験や観察をやらせてみたい。たとえば滑車の仕

組みだとかアサガオの成長だとか、「なぜそう

なるんだろう」っていう疑問を持って自分で考

えたり調べたりしてもらいたい。だけど時間が

ないから、まあしょうがない教科書の該当ペー

ジを読んで済ませると。そういったことも可能

だし大いにありえますよね。でも音楽や美術

だったら、自分でやって確かめてみるというこ

とを抜きにしては教科そのものが成り立たない

でしょう。子どもたちは、自分で音を出してみ

る、色を置いてみる、ということで、まさに実

験と観察をしているのではないかと思うんで

す。つまり芸術そのものがある種の実験的な探

究の過程なんじゃないかと思うんですね。

　これは芸術ということとちょっと離れて最近

の科学論の話になるんですけど、『思想』とい

う雑誌が「科学の現場を哲学する——モノの視

点から」という特集を組んでいます (2015 年 2
月号 )。そのなかで、ラインベルガーというド

イツの学者が、「科学者は未知の事柄をいかに

研究するか」という面白い論文を寄稿していま

す。科学における実験っていうのは、普通はや
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はり仮説検証だと、仮説があってそれが正しい

かどうか確かめるのが実験だと、普通われわれ

は思っているわけです。ところが、科学の現場

をよく見てみると、実はそんなに簡単というか

スッキリしたものじゃなくて、様々に失敗した

り、思ってもみなかった出来事が起きる。そし

てそういう失敗や驚きをいかにその後の研究に

取り込んでいくかっていうことが、実は実験の

創造的な部分であり、科学における実験の存在

意義なんだと、そういうことを言っているんで

す。これは、さっき小保方問題に触れてお話し

した最先端の科学の状況と同じように、ちょっ

と不思議な感じがするんですけど、しかし、実

験とはつまるところそういうものなのではない

か。なにかやってみて、自分の想定していなかっ

た様々なことが起きる。それを解釈して、また

次のプロセスに入っていく。そういうプロセス。

これが実験なのではないか。そして、芸術的な

活動っていうのは、実験の今述べたような創造

的な部分に着目すれば、まさにそういう実験の

プロセスに人を導き入れるものだと、そう言え

るんじゃないかと思うんです。

　先ほどお名前を出した坪能由紀子さん、私の

大学の同僚で音楽教育の専門家ですが、その坪

能さんが組織されたシンポジウムで、音楽教育

の面白い実践の記録を見聞する機会がありまし

た。それは「音楽づくり」という近年学習指導

要領に導入された分野の実践で、ある中学校で

の授業でした。そこで生徒たちがやっていたの

は、新聞紙をいっぱい持ってきて、新聞紙でな

にか音を作る、という活動です。4、5人でグルー

プになって、新聞紙をグシャグシャにする音と

か、ビリビリと破る音とか、新聞紙の四隅を 4
人で持ってヒラヒラさせるとか、そういういろ

いろな音を自分たちで作って楽しむ。そのうち、

その中のひとりが折り紙みたいに風船状のもの

を新聞紙で作って、こうリズムを出すというの

をやり始めた。そうしたら他の生徒が、そのリ

ズムを背景にしてさっきのグシャグシャにした

りビリビリ破ったりという音を出していった。

グループのみんなが「乗った」感じになって、

すごく音がばーっと出るフェーズと、スーッと

引いていくフェーズを意識的に作っていたよう

にも思います。大変興味深かったのですが、こ

れなど、芸術的な活動によって開かれた実験的

なプロセスの一例と言えるかもしれません。新

聞というのは、普通は音を出すための道具だと

は誰も考えませんよね。それが、「新聞紙で音

を作ってみよう、音楽を作ってみよう」と提案

することで活動の空間が現れる。これは、まさ

に「芸術」という枠組みによって可能になった

自由空間だと思います。子どもたちはその中で

自由に実験に興じることができる。実際に音を

出してみて、お互いに調整し合って、音の世界

を探索していくわけです。ここでたぶん大切な

ことは、そういう実験的な探索がまったくの無

定形・無方向なものにはならないだろう、とい

うことです。新聞紙の例でも、子どもたちは自

由に音を出して良いということになっているん

だけど、まったく無秩序な音が出てくるわけで

はないんですね。何か面白いもの、自分たちに

とって面白いもの、そしてその面白さが人にも

伝わるようなものをやはり探している。そこで

リズムとか、呼びかけと応えとか、盛り上がり

とその収束とか、先ほどシラーの話じゃないけ

ど、規則が出てくるわけですよね。何をやって

もいい実験的なプロセスなんだけど、それを統

御していく一種の規準みたいなものがある。実

験のプロセスを導いて、そのサイクル、やって

みて、その結果を見たり聞いたりして自分の活

動を再調整する、そういうサイクルを導くもの

は何かと言うと、それはたぶん科学とは違って

いて、科学的な実験を導く規準が＜真理＞だと

すれば、芸術的な実験の規準になるのは＜美＞
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なんだろうと思います。

　芸術系の教科が経験への可能性を開くんじゃ

ないかと先ほど申しましたが、そのことの意味

が少しは明確になったでしょうか。芸術系の教

科の場合、主要 4 教科・5 教科の場合のように

「正解」というものはないわけですから、あら

かじめ定められた答えを伝えて一応終わり、と

するわけにはいかない。実験的な探究そのもの

が教科の主題になるわけです。この探究は、今

言いましたように科学的な探究とは目指すもの

が違っていますが、それでも、「知る」という

活動に通じるもの、それを刺激するものを含ん

でいるだろう。それは何かと言えば、出来合い

の図式を現実に適用することで現実から距離を

とるのではなく、自分自身の感覚を通して現実

との相互浸透を実現しようとするような現実と

の関わり、ということになります。

　このような現実との関わりを実現して学習の

経験を引き起こすことが現代学校の重要な課題

じゃないかと思うんですね。これまでは何を教

えるべきかってのは学校の外で決められてい

た。学問的真理とか、経済的必要とか、そうい

う教育以前の部分で教えるべき内容は決められ

て、これを教えて下さいという要求が学校に下

りてくる。学校の課題はそのあらかじめ決めら

れた内容をどうしたらうまく子どもに伝えられ

るか工夫することだと、そういう見方があった

かもしれません。しかし現代の状況というのは

違ってきているのではないか。われわれが経験

した 3.11 の時の専門家の狼狽ぶり、あれをけっ

して忘れるべきではないし、何度でも思い出す

必要があると思うんです。原子炉の中で何が起

こっているのか、どうしたら暴走を止められる

のか、誰もわからない。暴走の結果まき散らさ

れた放射性物質の影響についてもわからない。

「ただちに影響を及ぼすものではない」という

文句が流行語のようになりましたが、ただちに

影響はないとしても長期的にはどうなのか、つ

まり低線量被曝の長期的影響ということについ

ては、専門家も確たることは言えないというこ

とがハッキリしました。一人一人が現実を自分

なりに考えて解釈して、自分の知を作っていく

しかない。とすると、学校は低線量被曝という

重大で切実な問題について教えようとしても、

そもそも「正解」なるものがどこにも存在しな

いわけです。学校にできることは何かと言えば、

正解のない現実に取り組んでそれぞれの判断を

より成熟したものにしていく、つまり「聡明」

なものにしていくための機会を提供するという

ことではないでしょうか。こういう類の問題は、

環境問題や遺伝子治療の問題をはじめとして、

ますます多く出てくると思います。とすると、

学校というのは、単なる知の伝達の場じゃなく

て、知を作り出す場でもある、ということにな

らざるをえないでしょう。自分たちで知を構築

していく、そのプロセスに子どもをどうやって

参加させていくかっていう、そういう知の探究

の場でもあり、構築の場でもあるというふうに

学校を考えるべきではないか。そういう風に考

えると、芸術教育は現代学校の課題にとって非

常に核心的な重要性を持つんじゃないかという

風に思っています。どうしてかと言えば、情報

の網目とか既成の解釈枠組みを破る、そしてそ

のことで、知的な探究の過程や、外界と関わっ

て自分を変えていく変容の過程の、起点になる

という可能性を、芸術系の教科は持っていると

思えるからです。

　科学と並ぶような、世界を探索するもう一つ

のルートとして、美や芸術を考える必要がある

だろう。そのことが、「学力」重視とか「エビ

デンス」重視の中で忘れ去られている学校教育

の本当の課題を思い起こさせるきっかけにもな

るんじゃないか、ということを考えています。

大変不十分なお話で、「芸術教育の可能性」と
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いうテーマの、ようやくとば口までたどり着い

たところで時間切れとなってしまいましたが、

以上で私の話を終わりたいと思います。

　ありがとうございました。
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