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１　問題の背景
鑑賞教育の方法として，対話や話し合いを重視し
たいわゆる対話型鑑賞と呼ばれるものがある。これ
らが特に重視しているのは，知識よりも学びの主体
性である。対話型鑑賞法の評価は必ずしも定まって
はいないが，学びにおける知識内容や見方のスキル
の獲得という側面を重視する立場も，多くの場合，
それらの学びを得させる方法としては，教師による
一方的な伝授ではなく，対話や話し合いを通した気
づきを尊重している。しかし対話型鑑賞と呼ばれる
ものもそうでないものも，重視しているところの「対
話」が，如何なるものなのか，その本質はどこにあ
るのか，そしてそのことが美術作品の鑑賞の本質に
どのように関係するのかということは，まだ十分に
解明されていない。そのために鑑賞教育における対
話の意義も，限定的なものに留まっているように思
われる。

２　他者と二人称的観点
レヴィナスは，「他者」を「顔」であるとしたが，
私に懇願する「顔」は，物の外形や像の一種ではない。
「顔」は，客体ではなく人格である。人格は英語で
はpersonであるが人称でもある。私が対話する相手
は二人称の「あなた」である。倫理学のスティーヴン・
ダーウォルは，「二人称的観点」こそが道徳の基礎と
する理論を提唱している。（註1）そこには「我と汝」
と「対話」の哲学を提示したブーバーと重なる認識
がある。（註2）そしてこの観点における相手への要
求の理由には，誰にも共通する普遍的理由としての

「行為主体中立的」な理由である場合と，私とあな
たの関係にのみ根拠を持つ「行為主体相関的」な理 
由の二つがある。「二人称的観点」は，私があなたに
向けてあなたを宛先として宛てる（adress)ところに
本質があるので，「行為主体相関的」の方が，この観
点の固有の理由であると考えられる。ダーウォルは，
「二人称的観点」に基づく理由と権威と責任が道徳
の根底にあるとするが，それらは私とあなたの相互
関係の円環の内においてのみ理解可能であって，円
環の外部から理解し触れることはできないとしてい
る。

３　二人称的観点と対話による鑑賞
鑑賞は美的行為であって，対話による鑑賞は，一

見道徳行為とは無関係であるように見える。しかし，
対話は「二人称的観点」無くしては成り立たない。
対話は，相互に相手を受け止め応答する責任や義務
を負うのであり，それ自体道徳を含んでいる。それ
では，作品について語り合う対話においても，この
ことは変わらないと言えるのだろうか。例えば，技
術的な事象についての対話（協議）では，「二人称的
観点」の道徳性は背景へと遠く退く。技術的な事象
は，ブーバーの「我－それ」の世界の事柄だからで
ある。では，美術作品は「それ」の仲間なのか，そ
れとも二人称的に宛てられる人格に準じた「あなた」
のような存在なのだろうか。
この問いは，二人称的観点から「行為主体相関的」

に捉えるか，それともいわば三人称的に「行為主体
中立的」に捉えるか，すなわち私から宛てられ私に
宛てられる対話相手になるか，誰でもないすべての
人との関係を措定するかという問いであり，どちら
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を取ることも可能ではある。しかし，鑑賞が任意の
ものに対してではなく，特に芸術作品に対して言わ
れるのは，対話の相手として特に宛てられる存在だ
からだと思われる。

４　鑑賞教育の現状
鑑賞の教育の場面においては，これらの区別を
巡っては，混乱があるように思われる。鑑賞教育を，
作品についての知識内容や見方のスキル獲得と考
える立場からは，「二人称的観点」は問題にならない。
一方，いわゆる対話型鑑賞と「二人称的観点」との
つながりも曖昧である。対話が「二人称的観点」を
含んでいても，それは一人称の「私」と三人称の「そ
れ」や「みんな」に分極されてしまう。対話型鑑賞
には，教師や仲間に宛てられた二人称的要素がある
と思われるが，そのことは見落とされ，作品の客観
的な特徴の記述，または私の主観的な思いや感じ方
に還元され勝ちである。

５　ペアによる鑑賞実験
作品を前にしてペアで話し合う時，生徒は相手へ
の気遣いと下心のない誠実な率直さがお互いに要求
されていることを理解している。二人だけの対話は
相手に宛てられており，第三者の誰かに向けられた
ものではない。しかし，ペアでの鑑賞においては，
生徒は相手と向き合うことと，作品と向き合うこと
の二つの行為を繰り返すことになる。芸術作品の鑑
賞が，作品との「二人称的観点」に立った対話であ
るなら，その対話は，もう一方の生徒と作品の対話
とは，意味が根本的に異なることになるが，それぞ
れの対話の経験について，ペアの二人はどのように
話すのか，あるいは話さないか。そもそも準人格で
ある作品との対話は，今の中学生にも望み得るのか。
鑑賞が，「二人称的観点」での作品との対話にある
とすれば，そうした鑑賞の本質に気づき，作品と対
話することの意味に目覚めるためには，ペアによる
鑑賞が有効ではないのか。なぜなら，相手の人格へ
の尊重，尊敬，気遣いが，相手の鑑賞経験への傾聴
の姿勢を取らせると思われるからである。
このような考察と仮説に基づいて，ペアによる鑑
賞の調査実験を行った。
調査実験は，中学校のペア3組の6人（1年生，
２人，2年生，4人）の生徒に協力を仰ぎ，2018年
8月９日と10月1日の2回実施した。
鑑賞実験のために用意した絵画は，パブロ・ピカ
ソ『鏡の前の若い女』, 1932年（図1）。ポール・セ

ザンヌ『サント＝ヴィクトワール山』, 1902-04年 （図
2）。ルネ・マグリット「光の帝国Ⅱ」, 1950年の三
点でいわゆるアートポスターと呼ばれる印刷複製画
を額装したものを用いた。各ペアは，2回の実験で，
この中の二つの作品を鑑賞したことになる。
鑑賞を始めるに前に，まず，この鑑賞実験の目的

が純粋に学術的な「対話と鑑賞の関連についての研
究」でありそれ以外の意図は含まれないことを伝え
た。そして，後で文字起こしするためにＩＣレコー
ダーによる録音と，録音音声の理解の補助のために
鑑賞の様子を後ろから固定ビデオカメラで録画を行
うが，協力してくれる皆さんのプライバシーは守ら
れるので，安心してくださいと伝えた。
この後，一枚の作品とそのまえに並べた二脚の椅

子が置かれた部屋に入って貰い，「30分間鑑賞する
ということ以外のこちらからの指示はありませんの
で，好きなように鑑賞して自由に二人で会話してく
ださい。途中で話すことが無くなって沈黙の時間が
できても一向に構いません。ゆっくり絵を眺めるな
りして，その内，話したいことが湧いてくればまた
会話を続けてください。」と告げた後，実験者は部
屋を退出した。
鑑賞の時間を30分という長時間に設定した理由
は，対話しながらの鑑賞による変容を調べたかった
ためである。

図１
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６　対話記録（抜粋）
（１）ピカソ「鏡の前の若い女」1932（図1）
B:このひとなんか普通に立ってるみたいだけど
さぁ，この人なにかに入ってるみたいなかんじ
A:ね，で…　なんかさこの人が入っててさぁこの
人が持ってるみたいな感じ
B:あー確かに…　え，でもなんかこっちの人もこっ
ちの人もなんか感情無くない？
A:ね
B:この人目怖い…

（中略）
B:神様だったりして
A:あー
B:なんかありそうだよね
A:もはや人間じゃない説
B:神様がなんか持ってて
A:でもありそう，神様がなんか人間を…
B:こう，コウノトリみたいな感じで
A:この人が悪者なのか，何かしたとかかな
B:あー，封印？
A:ふういん (笑 )

B:ガチャン
A:悪いことしたから閉じ込めるとか
B:あー
A:うーん，でもわりと神様って感じするかも，そ
うやってみると，遠くから見てみる？
B:ガチャ (物音たぶんイス )

A:これで移動するの？マジ？笑　…なんか
B:遠くから見るとカラフルな絵みたいなかんじだ
ね
A:そうだよね，なんか明るいイメージ割と，でも
近くで見るとなんか
B:ちょっとくらい

（中略）
A:でもなんか，こうやってささっき言ったみたい
にさなんか，これをこの人ってさ笑ってるようにも
見えるけどさもし黄色い方がさ，黄色い方見ないで
さ白い方だけだとなんか笑ってないよね全然
B:怒ってる感じだよね
A:ね，怒ってる感じすごいする
B:黄色いのが仮面だったらさ
A:うん
B:自分は笑えないから仮面を着けて笑ってるふう
にも
A:あー確かに
B:できるよね

（中略）
A:確かに花に見える
B:地上じゃ無くて天界でみたいな
A:ここは…　B:で，死んだ人を運んでるみたいな
A:あー，なんか死んだ人を一回入れて運んでB:で，
魂だけここに住むみたいな
A:あー　B:住む儀式をする
A:儀式をするから変な服着てるとも考えられるよ
ね，儀式をするからこんな色とか…うーん，日常生
活でやることじゃないもんねこれ
B:ね，日常生活でやったらちょっと警察に捕まる
よね

（中略）
A:なんなんだろう…不思議な絵だねぇ
B:そもそもこれの題材が何かに疑問が浮かんだ
A:ね，男の人が描いたのかな，女の人が描いたの
かな
B:画家って男の人…
A:画家って男のイメージだよね，でも女の人も居
ないんじゃないかな
B:なんか男の人が描いてんのが多いイメージ
A:うん，確かに…
B:女の人が描いてるとへー，珍しいって思うよね
A:思う…でもこれ考えた人すごいと思うよ
B:ね，よく思いついた。
A:だって，天国って聞いてもさ，天国は例えばこ
れが題材にしてたとしてもさ，花畑とか思いつくか
もしれないけどさ
B:ね
A:こういうところまではなかなか
B:天国って思ったらさ，神様が真ん中に居てさ横
に天使が居るみたいな感じのイメージ

図２
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（２）セザンヌ「サント＝ヴィクトワール山」
 1902-04 （図2）
A：2回目でも緊張する
B：これさぁ，はいってぃたときみたときさぁ，あ
のさぁ，なんかこう浮き出てる感じした
A：ああ，確かに　なんか立体感ある

（中略）
A：すっごいこの辺暗い
B：どす黒い　あの，なんかよくアニメである
A：あー
B：あの森には，入ってはいけませんよ
A：あーあるあるある
B：あのー，狼が出ますからね系のやつ
A：の色だよね，これ
B：あのー，なんか，獣が出るとか巨人が出るとか
A：でもなんかこれくらいだったら，なんか普通に
ハッピーな物語に出てくる色で，こっちは，お化け
出ますよ

（中略）
A：なんか，これとか，気になる
B：これなんなんだろう　雲にしては細い
A：うん
B：そして，太い　っていうかもくもくしてるって
いうか
A：確かに　なんか，空に線みたいな　飛行機雲？
…の色違い
B：うん，飛行機雲色違い版
A：みたいな
B：すごいな，空に緑色ってちょっと
A：この辺ありえない色多いよね

（中略）
B：一つ思ったんだけどさぁ，真っピンクとかは，
ないよね　前のみたいな
A：あー確かに　これ似てるけど　前の絵もすっご
いさ，はっきり，黄色！緑！みたいな
B：赤―みたいな
A：で，こっちは，なんか緑―，緑―，前緑 (？ )―
みたいな色
B：なんか緑が多いね
A：うん，緑が多めだけど
B：黒い緑，薄い緑
A：いろんな種類が使われてるよね　なんか結構
はっきりした感じではないよね　塗り方もなんか
点々点…みたいな　線とかじゃなく

（中略）
A：この前よりは，なんか，あんまり…うん，そう，

引っかかる部分がない
B：前のは，引っかかりっぱなしだった
A：うん　えっこれどこの話？これ何？ってなった
けどね，
B：ちょっとパイナップルぽかった
A：ね　ここにきて，あの山のかけ具合が気になっ
てくる
B：うん

（中略）
A：もっと，遠くでみる…
B：おお！なんか遠くで観るとキレイ！
A：うん
B：近くで見るとえっってなる
A：なんか遠くで観ると絵って感じ
B：え　A：絵，あの絵　B：絵？
A：あのー，絵画の…そうそう，糸へんに会うの
「絵」って感じだけど，近づくと「え」？っていう
感じ
B：近くで見ると単語の「え」
A：そうそう　ひらがなで書く「え」，ちっちゃい「つ」
みたいなかんじ
B：ちっちゃい「つ」クエスチョンマーク
A：うん　B：で，遠くで観るとあの糸へんに　A：漢
字の　B：漢字に会うの…
A：そうそう　B：「絵」みたいな
A：「絵」も，「the絵」って感じだよね
B：漢字で「絵って書きたいくらいだね

７　分析と評価
（１）ペアの生徒同士の対話
対話の内容では無く対話の様子（形態）に注目す

ると，ここに紹介したペア以外の被験者ペアも含め
て，いずれの鑑賞においても，対話は相手に宛てら
れており ,お互いが相手への気遣いと下心のない誠
実な率直さがお互いに要求されていることを理解し
ていると判断できた。相手を無視して自分の見方を
一方的にまくし立てたり，相手の発話内容に無頓着
であったりすることは無かった。相手の話に耳を傾
け，相手に宛てて言葉を発する「対話」がペア同士
の対話で成立していた。仲の良い者同士であること，
自由な話し合いであること，中学生という年齢と被
保護者としての社会的地位から来る気楽さからオー
プンマインドな対話がふさわしさとして自然に選び
取られていた面もあるだろう。
対話の内容について見ると，全般的にどのペアで

も，自分の見方と相手の見方をことさら区別しない
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傾向があると感じた。これは，相手の見方を否定せ
ずに受け入れるという態度の現れであるが，適否の
判断の結果としての同意というよりも，対話の努力
が，話を盛り上げることに注がれており，相手が差
し出した言葉の上に自分が何を積み上げられるかが
重視されているように思われる。対話の積み木を積
んでいくためには，途中で話の腰を折ることを避け
なければならない。相手が積んだ話の積み木は受け
入れて，対話の共同作業に役立てられなければなら
ないと考えられているのではないだろうか。
（２）生徒と作品との対話的様相
掲載した事例のペアによる鑑賞では，真剣に描か
れているものや描かれ方，色について問うている様
子が窺える。特にピカソの作品は，非写実で反自然
主義的なキュビズム表現が特徴であるため，描かれ
ているのが女性であることは分かっても，その女性
の表情や動作，状況はどういうものであるかは断定
しづらい。さらに，ここでは作者や絵の題名などの
データを告げなかったことも，判断への迷いを助長
させたと思われる。ちなみに，なぜピカソはこうし
た分かりにくい表現をするのかといえば，それはロ
シア・フォルマリズムが詩的言語について主張した
ところの，知覚の自動化に抗するための異化作用と
同類のはたらきを狙っての表現であると考えられる。
それはさておき，このような何が描かれているの
かはっきり分からない絵に対面した場合，鑑賞者の
反応は二つに分かれることになる。その一つは，そ
の絵を「分からない絵」として片づけてしまうこと
である。これはその絵に絶縁状を差し出すことであ
る。もう一つは，このペアのように，「分からなさ」
に逆に引きずられるように，その絵との関係を深め
ていくことである。前者のように絶縁状を叩きつけ
られた瞬間，絵は単なるモノとなる。一方，後者の
場合，絵はモノではなく他者，人格的存在としての
「あなた」に準じたものになる。この時，鑑賞者と
作品には，二人称的相互関係が結ばれることになる。
一方，三人称的モノとの関係には，相互性が欠けて
いる。「分かる」「分からない」を決めるのは，鑑賞
者が持っている知識，理解力，認識力であり，これ
らが見方の限界を定めている。二人称的他者との関
係では，「分かる」「分からない」は固定的に確定し
たものではない。「分かる」と「分からない」は相互
に何度も入れ替わる。それは，相互関係が「対話」
だからである。作品と対話する鑑賞者は，自分の解
釈の内に耳を閉ざすのではなく，相手である作品に
対して聴こうと耳を開いている。掲載した鑑賞者ペ

アの態度には，作品をモノではなく他者として，そ
の語ることを聴こうとする姿勢が見える。
ここで他者としての作品を聴くという行為は，鑑

賞者の主体性に任された行為ではないことを見落と
してはならない。イニシアチブは，鑑賞者の側には
ない。イニシアチブを持つのは，他者である作品の
側である。鑑賞者は，本質的に謎である他者（作品）
に取り憑かれ，聴くこととしての見ることをいわば
強制されるのである。通例では，鑑賞者の生徒ペア
は，「一つの見方（解釈）を得ても，それで終わらず
に別な見方を探している」という記述になるが，本
当のところは，「謎である他者（作品）が，自分の見
方に安住しようとする私を無言のまま見ている」の
だと思われる。だから「私は，耳を澄まして作品を
聴こうとする」のである。
（３）生徒と作品との非対話的様相
ここで紹介したペア以外にも，二組のペアで同様

の鑑賞実験を行ったが，どのペアの対話にも，「対話
的な様相」が認められた一方で，生徒と作品の関係
は，非対話的様相しか見られない事例もあった。端
的に言えば，目の前の作品に対してあまり興味が湧
かない状態である。その場合は，生徒同士の対話が
維持されているものの，対話の内容は，作品から逸
れていって，そのままになる。生徒同士の対話の種
として作品を構成する要素や特徴から対話が始まる
ことはあっても，作品を他者として認めずそれとの
対話が目指されていないので，そこからの想像は，
相手の注目を得るかどうかだけが重要となり，作品
に関係のない空想の話になる。したがって，そこで
は作品との対話を下支えする作品に対する傾聴と応
答の義務や責任の意識がない。
掲載したペアのピカソ作品鑑賞の場合も，話は，

天界に運ばれて行くといったような空想話に流れて
行ってしまっているようにも見える。しかし，ペ
アで作る空想の隅々まで全部が作品からの発想には
なっていなくても，ここでの一見突飛に見える空想
は，「作品との対話」から生まれてくる空想に思える。
タイトルを知らないために鏡に映った女性ではなく，
死んで棺桶に入れられていると思ったとしても，鏡
の中の女性の姿に「死」の形象を認めたことは，作
品を置いてけぼりにした単なる面白おかしいお話で
はないことを証ししているように思われるのである。
同様の，一見言葉遊びでしかないような発言に，

思いがけない意味深さがあると思われることは，掲
載の同じペアによるセザンヌの例にも見られる。近
くでみると「え」，「えっ？」だけど，遠くから見る
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と「絵」，さらには「the絵」という感じだという対
話の部分である。セザンヌが探究し続けたことは，
イリュージョニズムから決別した純粋な絵画性の実
現ということであり，正しく絵画そのもの，「the絵」
というべきものであったと思われるからである。最
初近くで見ている時は，目が森や空など部分部分の
はっきりしない表現や色彩に固着し「なんか，あん
まり…うん，そう，引っかかる部分がない」という
状態だったのが，後ろに引いて離れて見ると，全体
性を備えた「絵」が立ち上がって来た経験を語って
いるように思われる。想像するに，この時セザンヌ
の「サント＝ヴィクトワール山」は，二人称の他者
としてはっきりと目の前に現れたと感じられたので
はないだろうか。

８　おわりに
今回の延べ6回のペアによる自由鑑賞の実験を

行って，鑑賞全般について見えて来たことは二つあ
る。
一つは，鑑賞の主体性や内発性は，作品との二人
称的関係があるかないかによるということである。
すなわち作品が他者（「あなた」）として到来するか
否かによる。「到来する」というのは，レヴィナスが
好む言い方であるが，既に上で述べたように，「作品
との対話」としての鑑賞が成り立つための主体性や
内発性は，作品の声が到来するのを耳を澄ませて待
つことの主体性であり，主体の知識や推論によって
解釈する，対象を規定するという意味の主体性では
ない。
もう一つは，鑑賞のプロセスを観察してわかった
こととして，「動きと変化」が決定的に重要だという
ことである。暗い絵に見えたものが，明るい絵に見
えて来たり，顔が笑っていると見えたり怒っている
と見えたりするということである。また，イメージ
や色面であったものから，不意に「絵画」が立ち上
がって来るということも同様である。「動きと変化」
は，対話の本質を成す属性である。究極的には，鑑
賞は作品から他者が到来するのを待つことだとはい
え，「動きと変化」のために心掛けられることがない
わけではない。三つのことがあるように思われる。
一つ目は，想像を働かすことである。空想や連想
を抑圧しないことである。今回の実験のように成績
や評価とは無関係で，対話の内容に制限が全くなく，
気の置けない仲間と何でも自由に話すだけといった
リラックスした環境条件においては，中学生は伸び
やかに想像を楽しむことができる。大人よりもこの

点には長けている。大人では自意識過剰のために，
子どもっぽい空想は，口にすることが控えられる。
掲載のペアは中1なので特にそうだと言えるが，今
の中学生は子どもっぽいことを特に恥ずかしがらな
い。逆に，仲間の間では，もっともらしい大人びた
正論じみたことの方が口にし難いようである。
二つ目は，文字どおり身体的に自ら動くことであ

る。掲載事例にも見られるように，作品に近づいた
り，遠ざかったりすることである。作品が実物の場
合は，言うまでも無くこれは可能であるが，教室で
の作品鑑賞の場合，最近は画像をプロジェクターで
大きくスクリーンに投影して，生徒は自分の席から
観るという方式が多い。この場合，距離は固定され
てしまう。しかし，本物で無くても，今回の実験の
ように，複製画でも，机上に平らに仰向けで置くの
ではなく，額装して立てかけたものを鑑賞するよう
にすれば，近づいたり，遠ざかったりすることがで
きる。そして，鑑賞において，目を動かして視線や
注目点を移動させることも，これに含まれる行為で
ある。
三つ目は，循環論法なってしまうが，今回の中心

的なテーマであったところの，二人称としての他者
性の確保である。他者性には三つある。対話の相手
方の他者性，鑑賞で向き合う作品の他者性，そして
本稿では直接言及しなかったが自分の中にある他者
性の三つである。自分の他者性というのは，自分が
意識して気づいていない自分のことである。一つ目
にあげた「想像」（空想，連想）には，このもう一
人の見知らぬ自分が語る言葉である場合もあると思
われる。その言葉の意味を，私（自分）は知らず，
説明することもできないのである。
これら，作品，相手，自分の他者性への注意と尊

重（敬意，敬愛）が，鑑賞に，根本的緊張と真剣さ
の下支えとなり，対話による「動きと変化」のダイ
ナミズムをもたらすと言えるのではないだろうか。
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