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― プログラム ― 

 

○第１部 書の美的性質                    13：30～14：20 

              ―非漢字文化圏の学習者の書教育を踏まえてー 

発表者：カリン ペトコフ  

   
 

○第２部 I C T を活用した美術科教材の紹介          14：25～15：15 

        ―子どもの表現を引き出すツールとしてー 

発表者：渡邉 美香            

 
 

○第３部 みんなで話し合おう 15：20～16：00 

日頃、図工・美術、書道教育に対して抱いている疑問や思いを参加者同士自由に語り合います。 

司会進行：福光 敬子       

                                    (敬称略) 

 

 

 

 

アート知っとくミーティング報告（第21回） 

 

 

 第21 回のミーティングは、当初 3 月に予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大によりミーティング開催の延長を余儀なくさ

れ、11 月にオンライン（Zoom）で開催することとなりました。第１部では、ブルガリア出身で現在大阪大学文学研究科文化表現論専攻博

士後期課程に籍を置き、書の研究をされているペトコフさんの修士論文の内容からご発表がありました。発表内容をより深く知るための

資料として、発表・質疑応答の報告の後に、修士論文第2 章第 2 節および第 3 節本文を載せています。第２部では、G I G A スクール構

想が進む中、近年小中学校で求められつつある I C T を活用した美術教材についての紹介が大阪教育大学准教授渡邉さんにより行わ

れました。司会は福光により進められ、ミーティング初めに参加者の自己紹介がありました。今回は、文化的背景の多様な方々が参加さ

れましたので、質疑応答での内容の理解を促すため、文中に参加者の簡単な紹介を付しています。美術教育・書道教育の立場から互

いにそれぞれの教育の目指すところを明らかにすることが本会の重要な役目であると考えております。以下ミーティング内容を報告しま

す。 
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第１部 書の美的性質―非漢字文化圏の学習者を対象にした書教育を踏まえてー  カリン ペトコフ 

 

 

1 はじめに 

 私の修士論文のテーマは、「書の美的性質―非漢字文化圏の学習者を対象にした書教育を踏まえて－」です。少し漠然とし

たタイトルですが、これを皮切りに、書の美学について研究したいと思っていたので、広いテーマに設定し、非漢字文化圏の学

習者の観点から、書においてどういう美が見て取れるのかという全般的な見方を探ってみようと思いました。なぜこのテーマにし

たのかというと、以前から書に興味があったのですが、書の理論を研究する際、書の美学について論じられたものが少ないこと

に気づき、疑問を持ったからです。日本での書の美学の先行研究としては、1950 年代の井嶋勉の著書『書の美と書の教育』と

現代では萱のり子による書の美学の研究があります。それ以外で書の美学を研究している人はいないと思います。 

しかし、書の美学を論じることとは、書とはどのような芸術なのか世界的な見方（グローバルな見方）をもって書を考察することで

ありますので、現代ではとても大事だと思います。そして、書の美学の研究は、書教育において、その見方を踏まえどういう目的

を設定するのか、どういう方法を用いるのかということの基礎になると考えています。それでこのようなテーマに設定し、書とはど

のような芸術なのか国際的な観点をもって調べていきたいと思いました。 

そのような書の見方の大事さを論じた萱のり子の言葉を２つ紹介したいと思います。以下神林恒道が編集した『東アジアにお

ける〈書の美学〉の伝統と変容』からとった引用です。  

  

西欧での書展の開催が注目を集めているのは、異文化であるゆえの珍しさによるところも大きい。こうした現状を顧みたとき、書の

『伝統』とはいったい何なのか、とりわけ芸術としての側面に光を当てるには、感性に関わる着眼点からの交流と交差が必至となる。 

神林恒道・萱のり子・角田勝久編『東アジアにおける〈書の美学〉の伝統と変容』（三元社、2016 年）p. 11 

 

今、我々が『伝統』と感じているものの多くは、西欧近代の芸術観に根差す『伝統』という見方に基づいている。…近代がもたらした

東西の交流は、東アジアにおける伝統と近代の交差となって顕在化しているのである。 

神林恒道・萱のり子・角田勝久編『東アジアにおける〈書の美学〉の伝統と変容』（三元社、2016 年）p.15 

 

東と西の交流が深まるにつれて、伝統とは何かが明らかになった、交差において感性を中心に芸術観の交流を行わなければならない、

そのための土台として書の美とは何かという論を明らかにしなければならないということであると考えます。 

修士論文の章立ては、以下の通りです。 

 

  はじめに 

第1 章 「書」の「美」を探求することについて 

第1 節 「書」の「美」を体系的に考察する必要性について 

第2 節 「書」の「美」を体系的に考察する方法について  

第3 節 西洋美学の立場から東洋の「美」を探求する問題点について 

第2 章 「書」の「美」とは 

第1 節 「西洋の人向け」に論じられた東洋と日本の「美」 

第2 節 「書」の「美」 

第3 節 書表現の本質をより多角的に捉えようとする試み（漢字・仮名を用いない書表現） 

第3 章 「書」の美的性質をふまえた書教育の実践 

第1 節 非漢字文化圏の学習者による新しい審美観と書教育の実践  

第2 節 非漢字文化圏の学習者を対象にした授業の形態と内容 

  おわりに 

  

第 1 章では、探求する必要性と方法、美学の観点から書を見るときの問題を論じています。第 2 章は、本題となるところで、書の美を分

析しようとする試みで、第 3 章では、書の美を分析した結果、指摘できた美的性質にもとづいて、どのような書教育が可能なのかというこ

とを課題として書きました。ここでは、実際に行った授業実践の考察を行っています。 
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２ 「書」の「美」を探究する方法 

 第 1 章第 1 節の内容については、この発表の初めに簡単にまとめて話しましたので、ここでは、第 2 節 書の美を体系的に考察する

方法について話します。西洋美学の視点をもって書を考察するという方法をとっていますが、西洋美学というのは 18 世紀から始まったも

のであって、ルネッサンスなど西洋的思想体系に影響を受けています。現代では、国際的になり、西洋、東洋、それ以外の文化を全般

的に捉え「芸術とは何か」を説明しようとする学問となっていますので、書もその枠の中から見ることは可能ではないかと思います。特に

現在の西洋のモダン・アート（近代美術・近代デザイン）は、西洋のそれまでの芸術の傾向の否定ととらえることができます。西洋のそれ

までの芸術の傾向というのは装飾豊か、対称性を持つ作品、幾何学的なものであり、それら凝ったデザインを否定し、シンプルなものを

取り入れようという意味で、西洋伝統の否定が見られます。このような西洋の近代デザインが広まり東洋に伝わると、東洋にとっては伝統

芸術の再評価の機会になりえます。西洋美学の観点から書も見られると思います。近代デザインが日本に取り入れられたものとして、20

世紀初頭にドイツで起こったバウハウスのデザイン運動（余計なものを切り落とすという原理）を学びに現地へ留学した日本人山脇道子

が書いた本の引用を紹介します。 

 

お茶の道具の機能性は、バウハウスで不要なものを削ぎ落した機能性と似ています。無駄を極限まで省いていった先に残された

いくつかの要素が、最初からそこにあったかのような存在感をもち、調和しているのです。   山脇道子『バウハウスと茶の湯』 

  

ここでは、茶の湯の道具のデザインとバウハウスの近代デザインの核をなす原理とを比較しています。近代デザインは、全世界に広ま

り日本まで多大な影響を及ぼしましたが、原理としては、それまでの西洋の装飾の伝統の否定でありました。一方、東洋にとっては、伝

統の否定ではなく伝統の再評価にも捉えられます。日本の芸術家や研究者は 20 世紀の初頭からこのことに気づいていたことが分かり

ます。 

第 3 節では、西洋美学の立場から東洋の「美」を探求する問題点について述べています。その主な問題点として指摘できるものは、西

洋思考と東洋思考の根本的な差異です。それは、どちらかというと初期日本美学の問題として考えられます。当時の西洋美学の規定で

東洋の芸術を理解しようとすると相いれない概念があり、説明できないので、無理やりその型に当てはめるという問題が起こります。19世

紀の終わりごろの西洋美学は西洋中心、西洋哲学のもとに発展してきた学問なので、その中では合理性のもと生まれたカテゴリーという

包括的概念が大事になります。概念や範囲を定めることを重視する、概念の構造：主な概念とそれに従属する概念をはっきりさせる思考

や自然と文化を対立するものとしてとらえる西洋の美学で、東洋の思想をまとめようとすると、いろいろな問題が生じると考えられます。し

かし、これはあくまでも 20 世紀初めのことの問題であって、現代では、西洋美学もそこまで西洋中心ではなくなっていると思います。元

の概念やカテゴリーは崩壊しつつあり、新しいカテゴリーにおいては、柔軟性を持つものだという議論が繰り広げられているので、この

問題はだんだんと消えていくように考えます。 

 

３ 「書」の「美」とは 

 第 2 章では、「書」の「美」とはということで、本題に入っていきます。第 1 節「西洋の人向け」に論じられた東洋と日本の「美」では、主に

20 世紀初めに日本の美が西洋にどのように受け入れられたのかということを論じていますが、主な文献として、明治時代の思想家岡倉

天心の『茶の本』、仏教思想家鈴木大拙の『禅と日本文化』の 2 つの書物を取り上げました。この 2 冊に書かれた東洋文化日本文化の解

説は当時の西洋で広まり、今でも東洋に対するイメージを規定しているといえます。 

『茶の本』では茶道、茶の湯の紹介を中心に東洋的な美の解説を行っていますが、その重要なキーワードとしては「空虚」という言葉が

挙げられると思います。『禅と日本文化』においては、「無為」を挙げることができると思います。つまり、作為、意図をもって作品を作るの

ではなく、自然に湧き出たインスピレーションを受けて自然に出来上がるという概念を仏教（禅宗）との関連の中で発表しています。『茶

の本』に関しては、研究者稲賀繁美氏が“a manifesto of Oriental aesthetics”東洋的感性のマニフェストと呼ぶように、東洋的感性を西洋

に紹介するのに中心的な役割を果たしたといえるものだということができます。これは、日本で出版されたものではなく、ニューヨークで

岡倉天心が英語で書き出版したもので、ネイティブと全く変わらないような英語で書かれています。私も本文を読んだときは驚きました。

主な概念としては、「空虚」を挙げましたが、もう一つに「暗示の美」というものがあります。英語では“the beauty of suggestion”という表現

が繰り返し用いられています。彼は、明確に表すのではなく、ひそめて暗示し表す方法が東洋の芸術全般に見られるということを主張し

ています。暗示と関連するものとして、変化、非対称性、非完全性というものが取り上げられています。東洋芸術においては変化が大事

であり、対称性よりも非対称性が重視され、完全に物事を表現するよりは、一部だけ表現することで全体を表すことが主な特徴であると

言っています。 
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『禅と日本文化』では、「無為」という概念が中心的であると先ほど述べましたが、これに深く関連すると主張されているものに「わび」と

「さび」があります。この本が出版されてからオックスフォード英語辞典に「わび」「さび」という言葉が載ったという出来事がありました。日

本の伝統的な美的概念である「わび、さび」を西洋に広める影響力を持った本であったと言えるでしょう。「わび、さび」という概念の主な

特徴として、無虚飾unpretentiousness、無造作な仕事ぶり effortlessness in execution、説明しえない要素 inexplicable elements の 3 つが

あげられています。以下「無為」に関する引用を紹介します。 

 

‘He who deliberates and moves his brush intent on making a picture, misses to a still greater extent the art of painting.’ This seems 

like a kind of automatic writing. Draw bamboos for ten years, become a bamboo, then forget all about bamboos when you are drawing. In 

possession of an infallible technique, the individual places himself at the mercy of inspiration.”  

「『絵を作らんと意図して、熟思し、しかるのち筆を走らせるものは、絵画の術からはなはだしく外れる。』これは一種の自働器械的運

動の類であるようにも見える。曰く、十年間、竹を描け、そして自身が一本の竹となって竹を描け、このようにして描く時、竹に関する

一切を忘却せよと。間違いなき技術はすでに手に入っているので、今はただ天来の興に身を任せるのだ。」 

鈴木大拙、北川桃雄訳『禅と日本文化 対訳』（講談社、2005 年）pp. 44-47 

 

鈴木大拙は、非常に無為を主張しているので、それはある

意味では自動的な運動ととらえられるという風に言っていま

す。自動的というのは、技術とか絵を作っているということを

忘れて、もっと高い目的をもって作成しているというようなこと

です。 

それらの東洋の美、日本の美の特徴をとらえた後、第2 節

では、「書」の「美」について考察しています。その際のキー

ワードとして、ミニマリズム、非対称性、暗示の美、不完全性

の美を設定しています。先ほど変化が大事であると指摘しま

したが、この書作品の例（図１：平安中期のかな作品「寸松庵

色紙」、図２：中国明末の書「七言絶句（許友）」）の中では、

行間の変化や墨の潤滑までいろいろな変化が見られます。

不完全ということについては、紙の中心からはずれているこ

と、非対称的であることが挙げられます。全体的にはバラン

スはうまくとれていると一般的に言われますが、西洋の人か

ら見れば、非常に面白い動きのある構成です。 

それらと比較して、同じ時期の西洋の写本：ドイツ 11 世紀

頃の写本（印刷された文字ではなく手書きのもの 図3）と 14

世紀中世ブルガリアの写本（聖書の１頁、現在はロンドンの

大英博物館所蔵 図4）を取り上げてみます。それぞれの構

成を見て確認できるように、文字の行間に変化はなく、対称

的です。暗示、微妙な差を強調して美を表すのではなく、は

っきりとした色で明確に表されており、カスレは一切見られな

いという特徴を持っています。 

次の例（図５）は、17 世紀江戸時代に深草元政によって書

かれた消息（右）と、19 世紀初頭に書かれたナポレオンの消

息（左）です。消息というジャンルにおいては同じですが、江

戸時代のものは墨の変化や行間の変化、文頭の不揃い等

が見られるのに対して、ナポレオンの方は、文頭も整えられ

ており構成の遊びがなされていません。当時そのような構成

に対する発想もなかったのではないかと思います。以上が

構成の美です。 

図１              図２ 

図 3               図 4 

図 5 
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次に墨にどのような美を見ているかについてお話したいと思います。「墨の色は一つだけではない」といっても、墨はそこまで色彩豊か

なものではありません。書では、大体黒か灰色が使われ、その微妙な変化で美を表すのに対し、西洋の写本では、色がはっきりしてい

て装飾の凝ったものが標準となり、これが美しいと思われています。このような墨の美は、先ほど言ったミニマリズムという言葉につながる

と思います。そして、中国の老荘思想（道教）や仏教につながるものではないかと思います。次に変化ですが、ここでは「プロセス」と示し

ましたが、作品例に見られるように、墨がたっぷり含まれている線からだんだん墨がかれて線がかすれるという書く時のプロセスが表わ

れています。つまり、西洋の写本に見られるように単純に形態と構成を強調するだけではなく、プロセスが表現されているところに墨の美

が見られます。構成を空間として、プロセスを時間的な変化と私は考えています。つまり、墨の美とは空間の中の配置と時間の流れ（運

動）を表すものであり、この点において書道は非常に運動性があるということができます。にじみやかすれも、プロセスの中に含まれるも

のですが、有るものから無いものへの移ろい、移動というものを表しています。「有－無」というものは、自然を観察すればわかるように、

自然の中にみられるプロセスであり、それを書の中に再現するということが、非常に特徴的であると思います。西洋の写本には、カスレは

見られず、むしろカスレは欠点だとみなされます。西洋のカリグラフィーにおいては、時間経過や自然のプロセスに反対しようとするも

の、自然のプロセスを超えて人間が作ったものが完全で優れているという考え方に基づいていると言えます。これは、先ほどの西洋の美

学の立場から東洋の美を探求する問題点のところでも指摘しましたが、西洋と東洋の根本的な思想体系の差異に原因があると思いま

す。西洋思想における自然と文化の対立は、ルネッサンスで起こった自然よりも人間によって作られたものの方が優れている、人間が自

然をよりよくしていくという考え方です。西洋写本のカリグラフィーには、カスレがないという点において、自然では見られない完璧なもの

を作り上げたいという願望も見られるのではないかと思います。 

書の美を検討するにあたり、美というものは何かということを断定することはできないのですが、私は、「静―動」「対称性―非対称性」

「均整―躍動」「合理主義－自然主義」のキーワードをスペクトラムとしてとらえることにより、西洋と東洋の文字に対する審美観が比較・確

認できるのではないかと考えました。スペクトラムとは、はっきりとした区切りがあるとらえるのではなく、ある極から別の極まで徐々に変化

するもので、範囲があいまいなものとして対立概念をおくものです。 

第3 節では、書表現の本質をより多角的に捉えようとする試みとして、漢字と仮名を用いない表現として、実際に私自身が書いた作品

の分析を行いました。本来「書」の美が適用されてこなかった文字を使用して、書作品らしいものを創作するというもので、その作品はキ

リル文字（ブルガリアで使用される文字）で書かれています。墨の変化や躍動、字形の変化、行の不均整という東洋の書の特徴を取り入

れ制作するという方法です。ブルガリア語で書かれた作品は図 6,7 です。このように躍動感、字形の変化等を取り入れていくと全くブル

ガリア人が読めなくなります。なぜなら、そのような書き方がなされてこなかったためで、何が書いてあるか教えると読めるようになりまし

た。 
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４ 非漢字文化圏の学習者を対象にした書教育から見えたこと 

 最後に第 3 章では、福光先生と一緒にオーストラリアに行き、書道のワーク

ショップで教えた実践を考察したものです。授業の数はそれほど多くないの

で、全体的な実践の考察ができるほどの量ではないのですが、その実践の

中で、これまでの話につながる具体例として生徒作品を２つ紹介したいと思

います。図 8 は、日本語を初級のレベルでしか学んだことがなく、漢字も少し

しか読めないオーストラリア人の大学生が書いた「曙」の作品です。これは

「できるだけ速く、ダイナミックに書こう」という指示を受けて書いた作品です。

皆から高い評価をされたわけですが、本人はなぜこの作品がかっこいいと思

われるのかわからないということがありました。墨が不足し、線がかすれており、

下手に書いただけではないかと疑問に思っていたそうです。先ほど話したよ

うに、本作品は躍動感が感じられることや、有から無への移りが潤喝で表され

ているという観点から見ると大変素晴らしい作品です。この美しさの規準を伝

えると本人は理解を示しましたが、最初は納得がいかなかったようです。 

次の例（図 9）は、二人の生徒が書いた作品「空手」と「寿司」です。授業の最

後に 2 つの作品の中でどちらの方を個人的に気に入っているかを書いた本

人に聞いたところ、二人とも右の作品を選びました。私たちからすると左の方

が格好いいと思いました。後で、その選択の理由を聞くと、左の字形がいい

かもしれないが、滲みがあるところを欠点として見ているという発言がありまし

た。滲みを芸術的効果ではなく、欠点として見ていることが分かりました。 

 書の美を分析する際に西洋の美学を取り入れる方法はさまざまありますが、

西洋の美学の視点を意識して分析する必要があると思います。そして、東洋

の美を西洋の美的概念に還元させるのではなく、比較対照を行うことによっ

て、共通事項と差異、または対照となるところを指摘するという方法を考えて

いく必要があると結論づけました。これからまだまだ色々調べなければならな

いことはたくさんあるかと思いますが、修論の主な内容は以上です。 

 

 

質疑応答 

福光：ありがとうございました。それでは今から質疑応答に入りたいと思います。 

A：私がペトコフさんに最初にお話しをうかがったのは、オーストラリアで書道の指導をされた時の報告でした。（註・第１９回ミィーティン

グ報告書参照）その時に私が感銘を受けたのはペトコフさんの書道の指導の姿勢・態度が美術教育の先生と同じものであるという

点でした。端的に言えば、図工・美術の先生は子どもの日常生活、制作経験、興味関心、知識技術などその時々の子どもの実態を

まず理解・把握し、それをもとにどのような題材をどのように提示すれば子どもたちがより自主的により楽しんで制作に取り組んでく

れるのかということを考えます。しかし、私の理解が間違っているのかも知れませんが、書道では何をどのような順序で指導するの

かという図工・美術の指導計画・題材にあたる事柄は書道の歴史の中ですでに確立されているので、先生はそれらの事柄をどのよ

うに提示すれば子どもたちがより早くより確実に習得してくれるかということを考えているのではないかと思います。しかし、ペトコフ

さんは「子どもを理解することが指導の出発点である」とおっしゃり、オーストラリアの子どもたちがどのような形の文字に興味を持っ

たかということの説明をしてくれ、その内容は小中学校で普通の書道（書写）教育を受けてきただけで特に書道に興味を持つことが

なかった私にとっても、またそれをそのまま小学校で子どもに指導をしてきた先生としての私にとっても、そのすべてが共感できる

内容でした。そこでその時私が思ったことは、日本の書道界で育ってきた先生方は自分が受けてきた指導の内容、手順、方法が

書道教育の規範であると考えるでしょうが、ペトコフさんはブルガリアのソフィア大学で初めて書道に接したそうなので、日本の書

道教育の手順、内容、方法にまだ馴染みがなく、ペトコフさんが書道に初めて接した時のご自身の印象や感想をもとに、オーストラ

リアでの指導に生かそうとしてのではないかということでした。そして、ペトコフさんのそのような印象や感想は、書道に特別の興味

や関心を持っていない私のそれと同じであったということに私は感銘を受けたのです。そこでそれらは、書道に初めて接したオー

図 8 

図 9 
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ストラリアの生徒にとってもまったく同じであっただろうと思われます。たとえば今日の「日本では書の特徴として賞賛されているニ

ジミ（潤筆）やカスレ（褐筆）は、オーストラリアを含めた初めて書道に出会う外国人には不完全なもの、墨が足りなくなって失敗した

ものとして受け止められる」というペトコフさんの指摘は、日本で書道を専門としておられる方々には気づけないことであり、ペトコフ

さんのように外国から来られて書道に興味を持っている方のみが指摘できることであると思いますので、書道を知らない日本の子

どもや学生に書道教育をおこなっている先生はこれを重要なものとして受け止めるべき貴重なご意見ではなかったかと思います。

このことについては本日参加しておられるロシアの B さんとルーマニアの C さんにもご意見をうかがえればと思います。 

 長くなりますがもう一点興味深いことがありましたので、書道の方々に教えていただきたいことがあります。それはペトコフさんが

自国ブルガリアのキリル文字を筆と墨を使って書として表す試みをされたことです。アルファベットやギリシャ文字と同じ表音文字

であるキリル文字を書として表してみるということも「書とは何か」ということを確かめるための方法として、外国から来られた方でない

とできないとても興味深い試みだと思いますので、ペトコフさんはそこでどのような感想をもち、何に気づかれたのかという事もぜ

ひ伺いたいと思うのですが、書・書道についてまったく知らない私にはもう一つ疑問があります。それは「漢字のようにそれ自体が

意味を持つものではなく、ある音を表す記号としての表音文字を書の表現とすることができるのか」ということであり、そのことは結

局「書とは何だろう。線の美しさのみを意味するのだろうか」という疑問に収斂されます。この疑問は数十年前に韓国で初めてハン

グル文字で表された書を見てからずっと気がかりだったのですが、先程のペトコフさんの試みをうかがってまた鮮明になってきまし

たので、機会がありましたら教えてください。 

ペトコフ：私の美学の研究は今年の 4 月から始まったばかりなのですが、それでも「これが書の美である」と断定できる事柄はきわめて少

ないということがわかりました。そこで今の発表においても「これが書の美です」と言おうとしてのではなく「書を西洋の美学に即して

考えると、書はこのように考えることができるのではないか」ということを述べようとしたのです。そこで先ほどお見せした表の「対称

性」で示しましたように、「この書は『静』であり、この書は『動』である」というような分類ではなく、ある種のスペクトラム（領域・範囲）を

示すものなのです。つまり「ここには『静』の特性が多いが『動』の特性も見られる」ということなので、主に対称性が見られるが微妙

に非対称性も見られるというまとめをしたかったのです。私はこのことを修士論文の執筆の途中で気づきましたので、修士論文の

中では充分にまとめきれなかったという点もあります。そこで、ここで述べたことは断定的なものではなく「このような特徴が見られる」

ということなのです。 

A：なるほどそれで理解できました。ただ、もしそのことが書全体に言えることであるなら、今後は調査の対象を日本の書だけに限定する

のではなく、中国の肉太な書や韓国のハングル文字の書など世界のさまざまな書のまで広げられると良いのではないかという気

がしますので、ペトコフさんのこれからの研究を楽しみにしています。 

ペトコフ：書にはさまざまな線質があるということを私は躍動感という視点からとらえています。つまり肉太な線質の書の中にも繊細な要素

も入っているということです。 

福光：ペトコフさんどうもありがとうございました。A 先生のご意見は「書にどっぷりとつかった書家の見る目と、留学生をふくめた外国の方

や日本の子どもが見る書では見方が異なっており、外国の方や子どもの見方はまだ書に毒されていないのでより純粋なのではな

いか」ということではなかったかと思います。日本の書の世界に長い間生きていますと、日本独自の書の見方、考え方、美意識など

が知らず知らずのうちに身についてしまいますが、今日参加しておられる３人の外国の方々は大人になってから書道に触れられ

たので、書に対する味方もより純粋ではないかという面白いご意見ではなかったかと思われます。他の方で何かご意見ご質問はあ

りませんか。 

D：ペトコフさんご発表ありがとうございました。今のお話の中で私は、キリル文字の書が「ああ、筆と墨を使ってそういう事もできるのだな

あ」と、とても面白いと思いました。ただ一つ気になりましたのは、スペクトラムのお話の中で「静と動」と「均整と躍動」という二組の分

類をされていたのですが、その二組の内容は書においては具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。 

ペトコフ：「静と動」では、ゆっくり書かれた字と早く書かれた字という運筆の速度を意味しているのでなく、微妙に字形が崩れている対称

的ではないものもふくまれるのではないかと思います。他方「均整と躍動」では、「均整」は楷書に見られるように字の形がきっちりし

ていて揃っていることを意味しています。 

D：つまり「均整」は字の形に均整がとれており「躍動」は字の形に躍動感があるという、字の形について述べておられ、「静と動」は主に

ゆっくり書いたとか速く書いたとかという運筆の速さについてのことなのですか。 

ペトコフ：はい、「静と動」は運筆の速さによって生まれる線質のことです。ただ、繰り返しになりますが、双方とも「これは均整がとれてい

るがこれは均整がとれていない」また「ここは静であるがここは動である」というような明白な区別はありません。 

D：私には「均整がとれているということはどのようなことなのか、何が静で何が動なのか」ということが分からなかったのですが、今の説明

で理解できました。 
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E：おそらくペトコフさんが言いたかったことは、「静と動」は線を書く速さだけではなく形においてもすべてのものを含んでいる、という意

味ではないかと思います。 

A：「すべてのものを含んでいる」ということの意味が分かりにくいので、もう少し説明していただけませんか。 

E：たとえば「線の質が静であり動である」、「運筆の速さが静であり動である」、「字の形が静であり動である」というような意味で「すべての

ものを含んでいる」ということではないかということです。 

ペトコフ：はい、それらは私の言葉では「均整」ということに含まれるのではないかと思います。たとえば「整った形」というものは「静」でも

あり「均整」でもあると言えると思います。ここで、まず「静」「動」とは対義語であると定義づけそこから考えていこうとすることは、「静

と動は対義語である」→「この字は静である」→「静であるので動ではない」というような二項対立的な考え方をするということになり、

そこでは「静」と「動」が共存したり重複して存在することはできないのですが、私がここで述べる「ある種のスペクトラム」ということは

「共存や重複が可能なような領域・範囲」という意味なのです。そこで私が述べた 8 つの分類はそれぞれが独立した別個のもので

はなく、共存や重複が可能であるということを前提とした分類なのです。 

E：つまり 8 つの分類もそれぞれが「区別して分けた分類」ではなく、たとえば「この料理は（塩味と大豆の香りと大豆のタンパク質とからで

た旨味と・・・の合わさった）醤油と、（餅米が米麹によって発酵された旨味とアルコールと・・・の合わさった）ミリンの味がする」という

ような「さまざまな要素が複合された状態の分類」という意味なのですね。 

D：書の面白さ・芸術性がそのような複合的なスペクトラムによって成り立っているとすると、たとえば「静」と「動」のような項目の分け方が

研究の方向になっていくのかなあと思われますので、そのような分け方自体が私には興味深く思われます。もしそうであるとすると、

「静と動」の中にすべてをふくませるのではなく「均整と躍動」と「運筆のスピード感の速い遅い」というようにしていくのも一つの方法

なのかなあと思いました。 

E：たしかに、何と何を対比させるのか、どのような項目を立てていくのかということの種類はこれからも増えていくのではないかと思われ

ますので、それを整理していく必要もあるのではないかと思います。 

F：私は今の皆さんのお話を一生懸命理解しようと努力していたのですが、まず私はペトコフさんのキリル文字の書をとても美しいと思い

ました。そしてその美しさと、日本の書家の書いた私には読めない書の美しさは私には同じように見え、その差・違いが私には分か

りませんでした。そこで、ペトコフさんのキリル文字の書は、日本の書家の書と同じようにすばらしいのではないかと思いました。次

に質問なのですが、まず書のスペクトラムが 4 つ示されましたが最後の「合理主義と自然主義」というスペクトラムは最初の 3 つとは

質の違うものではないかと感じたのですがどうでしょうか。次に、ペトコフさんの発表に対して、私のような書について知らないもの

の感じる感じ方と専門家である書家の感じる感じ方は同じなのか異なっているのか、もし異なっているとすれば大きく異なっている

のか少ししか異なっていないのかということを教えてください。このような質問をした理由は、日本人の子どもたちもオーストラリアの

子どもたちのようにニジミやカスレは良くないものだと思っているのですが、書家はそれが書の美しさであるとおっしゃっているから

です。そこで、私のように書を知らない者と書の専門家である書家とでは、書・書道についての考え方も違っているのではないかと

思いこの点を質問させてもらいました。別の言い方をしますと、書の美しさが「変化」とか「暗示」にあるということは私にも理解できる

のですが、そこに「不完全」という言葉が突然出てきますと理解できなくなっているからあり、私が理解できないのは私が書家では

ないからではないかと思うからです。 

ペトコフ：「不完全」という言葉は、西洋と東洋の芸術に対する意識を解明するために私が実験的に取り入れた言葉ですので、日本の書

家も「不完全」という言葉は使っていないと思います。つまり、西洋人の東洋の芸術に対する意識としては「非対称」とか「ミニマル

（最小限の）」などの言葉に表される「不完全」という要素が非常に大きいのではないかと思われます。それは、先ほど紹介した岡倉

天心や鈴木大拙などの考え方が大きく影響しているからではないかと思います。 

E：たとえば、日本で茶の湯で使う茶碗は完全な形ではなく少し歪んでいたりするところに「味がある」と感じたり、あるものがあるフレーム

の中に完全におさまっているのではなく、少しはみ出しているのが良いと思ったりすることも「不完全を好む」ということになりますか。 

F：陶芸作家は少し歪んでいる茶碗を「不完全」とは思わないし、またそう言わないと思います。なぜなら、「不完全」という言葉は、目指し

ていたものが完全にできなかった時に使う言葉ですが、茶碗の歪みは作家がその歪みを意図的に作ったものですので「不完全」

とは言えないと思います。 

E：作家はそれを目指していたとしても、他の人の目にはそれは「不完全」と言えるのではないでしょうか。 

ペトコフ：同じ「不完全」という言葉でも、芸術における「不完全」という言葉と失敗という意味の「不完全」はまったく意味が違うものだと思

います。作家が芸術的効果として求める、完全な対称から少し形が変化した「ズレ」も西洋美学においては「不完全」という言葉で

表されると思います。 



 9 

G：私は F 先生がおっしゃったように作品としての書を作家の立場からの考えるという方法と、ペトコフさんと E 先生がおっしゃったように

できあがった作品からの考えるという方法以外に「『書』を書いている人の実体験・気持ち」から考えるという別の視点があるのでは

ないかと思っています。私はまだ未熟ながら書道に取り組んでいるのですが、「書」を書く中では自分が意図していないでおこな

われた行為（unexpected action）によってできた点や線が常に存在し、そのような「意図しないでおこなわれた行為」によってその書

は私が最初意図したものとまったく違ったものになるということを日々経験しています。意図しない行為によってできあがった書は、

最初意図したものよりも悪い場合もありますが、良いものである場合もありますので、私は自分の意図していない書を書いてしまっ

た場合に「不完全」という言葉を使わずに「偶発性」という言葉を使います。つまり「偶発性」という考え方は、作者の制作意図や完成

作品から書を考えるということとはまったく別のものであり、それは「方法」ではなく「出会い」、あるいは「天啓」とさえ呼べる要素を含

んだものではないかと思っています。このように言いますと「そのような偶発性に左右されるのは、まだ未熟だからである」という答

えが返ってくるかもしれませんが、偶発性に左右されない名人・達人になるまではすべての人がそれを日々経験しているだろうと

思われます。そこで、「作者の意図」を厳密に言いますと「偶発性があらかじめ見込まれた作者の意図」であり、「書作品」は「作者の

純粋な意図のみによってできたものではなく、偶発性が含まれた作品」ということになるのではないかと思います。その具体例を紹

介しますと、私はこのような年賀状を作ったのですが（年賀状を示す）ここにはこのような私が意図しなかった部分ができました。こ

れは、私の当初の意図からしますと「不完全」なのですが、この部分が私には虫に見えたので「偶発性」として消さずに虫にし、虫

を描くことを大変楽しみました。ここでは書の「偶発性」の事例物がなかったので「点を絵にする」という例を示しましたが、これと同

じことが書を書く場合にも常に起こっているのではないかと思います。このようなことは「書の美とは何か」「書家の意図とはどのよう

なものか」ということを純粋に考えたり研究したりしている人にとっては無意味で非常識なことであることは承知していますが、書道

について何をどのように考えたり指導したりするにしても、（名人・達人以外の）書道を行なっているすべての人が日々経験してい

るこの「偶発性」は見過ごしてはいけないものではないかと思い、発言させていただきました。 

ペトコフ：G さんのおっしゃる「偶発性」も「意図しなかった」という「無意」に含まれるのではないでしょうか。 

G：「無意」ということで私の経験を紹介させていただきますと、私は E 先生の書道教室で作品作りを何度かさせていただいているのです

が、その時私はある作品をひたすら書き続けます。私がいくら書いても書いても先生はなかなか O.K.を出してはくれませんので、

「あー、もういいわ・・」と半ば諦めた時に、先生から O.K.が出るということがあるのですが、それはそれまでずっと「このような書を書

きたい」というそれまで思い続けながら書き続けていた制作意図がフッと消えた時でしたので、ペトコフさんのおっしゃった「無意」と

いう言葉はその時の私の気持ちにぴったりと当てはまります。 

ペトコフ：私はここでは「西洋理念に基づいた美的感覚」の紹介をしようとしていたのですが、西洋の理念・考え方からはその「無意」も、

私が述べてきた「不完全」という意味に含められるのではないかと思います。「自分が意図したことがその通りにできた」という場合

を「完全」と呼ぶのであれば、例えば墨がたれてしまったときのように「自分の意図以外のもの」ができたときには「失敗」「不完全」と

いうように呼ばれるのかもしれません。 

G：先ほどペトコフさんは「遊び心」という言葉を使われたのですが、その意味では書道には「遊び心」があると思います。 

福光：それではここで書道をしておられる外国の方のご意見を聞きたいと思いますが。まずは、ロシアのウラル大学をご卒業後、大阪大

学言語文化研究科、奈良教育大学美術教育（書道）にて修士取得し、大阪大学言語文化博士取得され、現在、大阪大学にて非常

勤講師（ロシア語）をされている B さんからお話を伺います。 

B：私の修士論文は書道教育の実技をテーマとしたもので、博士論文は「現代ピクトグラムと古代文字甲骨文の比較」でした。博士論文の

趣意は簡単に言いますと「考え方の基盤が同じものであれば言葉も同じようなものになる」というものでした。それをもとに今のお話

を考えてみますと、西洋では書道を美しく整った字を書くという意味で「カリグラフィー」と呼びますので、書道は美しく整った字を書

くということが前提となっています。たとえば、子どもに具象画と抽象画を見せたときには、子どもは具象画の方が「良い絵である」と

判断するように、西洋では字もカスレとかニジミのない字の方が「良い字」であるということになります。また日本でも、子どもは書写

の時間にルール通りの決まった形の楷書を学びますので、カスレやニジミのある字は「良くない字」という判断をします。そこで西

洋の人たちに書道を説明するときには「絵にも具象画と抽象画がありどちらもそれぞれの良さを持っているのですが、日本の書は

抽象画に近いものです」という説明をする必要があり、そうすることによって西洋の人たちも日本の書道をすぐに理解してくれると思

います。つまり、書に対する西洋人と東洋人の理解・判断の違いは、西洋人と東洋人の書に対する根本的な美意識の違いから生

まれてくるものではなく、西洋人は「カリグラフィー＝書は整った美しい字である」と教わってきたのでそのような価値観を持ってお

り、東洋人は「書のニジミやカスレが書の美しさを作り出している」と教わってきたのでそのような価値観を持っているということだけ

の違いだと思います。そこで、たとえば書道を「カリグラフィー」と呼ばずに別の名称で呼ぶということだけで、西洋人は書道を日本

人と同じ価値観で見ることができるようになると私は考えるのですが、いかがでしょうか。 
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ペトコフ：B さんがおっしゃったのは、名称という言語的視点から東洋人と西洋人の書に対する判断の違いを述べられたのですが、その

通りではないかと思います。また「東洋の書は、絵に例えると抽象絵画だ」と言った西洋の美術史学者は今までも何人もいると思い

ます。 

福光：D 先生、いまの B さんのお話を先生はどのようにお聞きになりましたか。 

D：文字はもともと言葉を伝達するための道具ですから読みやすくなければならないものです。しかし、もし書道が伝達の道具ではなく、

自分の感覚や感情、思考などを美的に表現するための手段であるとすれば、B さんのお話はとてもよく理解できました。 

E：私は B さんがおっしゃったのは、書道には字を美しく整った形に書くという書写としての根本がまずあり、そこから抽象的な芸術として

の書が派生してきたのであるから、その二つは別ものとしてみるべきだ、ということではなかったかと思いますが。 

B：はいその通りです。たとえば絵で最初に「この絵は写実画です」と言えば、人はその絵を「写実的に対象物のとおりに描けているかど

うか」で判断・評価するのですが、最初に「この絵は抽象画です」と言えば、人はその絵を「抽象的な美しさがあるかどうか」で判断・

評価するというように、人は名称によって判断・評価基準を設定し、変化させるということです。そこで、ある書をある西洋人に「これ

は『カリグラフィー』です」と言えば、その西洋人は「『カリグラフィー』とは文字を美しく整った形に書くものであるから、この書は美し

く書かれているか、整った形で書かれているかという観点から判断・評価しなければならない」と考えるので、そのときには「『書』は

『カリグラフィー』ではなく・・・」ということを最初にきちっと説明しておかなければならない、ということなのです。たとえば、私は E 先

生のところで同じ文字を楷書と行書の二つの書き方で書き、国に帰ったときにそれを私のおばあちゃんにあげました。おばあちゃ

んは「カリグラフィーとは字を美しく整った形に書くものだ」と思っていますので、楷書の字には「上手くかけているねえ」という評価

をくれたのですが、行書の字には「もう少し勉強しなければならないのかねえ」という評価をくれました。 

E：ということは、B さんは海外で書道の紹介をするときに「カリグラフィー」という言葉を使うと、相手は美しく整った書写的な字をイメージ

してしまうので、書道に対する誤解を招くということですか。 

B：誤解を招く場合もあるということですね。しかしそれは、最初に書道についての説明をしておけば誤解を招かなくてもすむということで

す。ロシア語ではカリグラフィーのことを「カリグラフィア」というのですが、その言葉の前に「日本の」という言葉をつけて「日本の書

道」とか、「ヨーロッパの書道」という言い方もあります。つまり「カリグラフィー」という言葉には書写的な意味もありますし、芸術的な

意味もありますし、遊び的な意味もあるということです。またアラビア語では、カリグラフィーという言葉はもともと美しく整った字を書

くということですが、ある文字をたとえば花の形にするというように、絵にしていくということの意味も含まれています。文字とはもとも

とは自分の考えや感じたことを他人に伝えるための道具なのですが、その道具の使い方はそれぞれの国の文化的な違いによっ

ても異なりますし、人によっても異なっているということです。ですから、書道においては字を書くということだけではなく、見る、考

える、評価するなどの能力を高めることも必要ではないかと思います。 

福光：ありがとうございました。続いてルーマニアの C さんのご意見も伺いたいと思います。彼女は、ルーマニアのブカレスト大学在学中

に大阪大学へ日研生として留学後、帰国して修士取得され、現在大阪大学日本語日本文化研究センターにて研究生をされていま

す。帰国後は、自国のみならずヨーロッパに書道を紹介する活動を予定していらっしゃいます。 

C：私も B さんと同じような考えを持っています。つまり、日本の書道がヨーロッパの国々で「カリグラフィー」と呼ばれていることは、そこか

ら書道に対する誤解が生まれているという意味で大きな問題であると思っています。私がブカレスト大学の日本語・日本文化専攻

の学生だったときに私は大学で書道クラブを立ち上げ、２年間ほど同級生に書道の指導をしました。そのときに私が「日本の『カリ

グラフィー』をやってみよう」というと前に話に出たようにニジミやカスレを欠点として捉える学生がいました。書道クラブの同級生も

日本語・日本文化を専攻していたのですが「カリグラフィー」という言葉を聞くと、頭の中では「日本の書道」ではなく西洋の「美しく

整った文字を書く」という意味に理解したからです。そこで、カスレが出てきたときには、カスレのあるような字を私に見せると失敗だ

と言われてもう一度書き直しされるのではないかと思い、私に見せずにそのまま捨ててしまおうとする学生もありました。私が「書道

ではカスレは失敗ではなく、書表現の大切な要素です」というと、皆とてもびっくりしていました。今はもうなくなっているのではない

かと思いますが、私が小学生の頃はまだ「カリグラフィー」の授業があり、字のきたない子どもたちは美しく整った字が描けるように

無理矢理にその授業を受けさせられていましたので、書道クラブの同級生たちも「カリグラフィー」に対してそのようなイメージを持

っていたのだと思われます。 

ペトコフ：それに似た話なのですが、私も大学 1 年生か 2 年生の頃には書道クラブに所属していたときに（そこで行われていたのは「書

道」というよりは「書写」だったのですが）私にも他のクラブ員たちにも理解できずに不思議だったことは「書道では、ニジミができや

すいので線の輪郭がはっきりしなくなり、失敗しやすい紙をなぜわざわざ使うのか」ということでした。そこで私たちは、書道用紙で

はなくニジミができないコピー用紙のような紙に書くことの方が好きでした。私たちは「日本人の書家の線に対する考え方は、私た

ちの常識とは違うのだ」と思っていたのです。 
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H：今のお話を聞いた感想になるのですが、私はそれぞれの国の文化や習慣などのバックグラウンドの違いによって見方や考え方が違

うし、また同じ日本人であっても、その人がそれまでに何を学びどのような経験をしてきたかによって、見方や考え方が違ってくる

のでなあということが分かってきたのですが、そうすると頭の中が混乱してよけいに分からなくなってきたという面もあります。でも今

私が感じていることは、それぞれの特徴や良さを自分の中で生かしたり融合することによって、今までの自分を束縛していたもの・

ことから自分を解放し、より自由に自分の研究や制作を進めていくことが大切なのだなあと感じました。 

E：H さんや私のように日頃からずっと「日本の書道」にどっぷりと浸かっている者にとって「これは書道では当然のことだ」と思っていたこ

とが、それぞれの方が育ってきた歴史や文化的背景、立場や個人的な考えなどによってはまったく別の視点から見ることができる

のだということが、今の皆さんのお話しによって理解できたと思われます。 

I：ペトコフさんがおっしゃった、東洋の「変化・不完全・暗示」、西洋の「無変化・完全・明確」という対比は感覚的な受け止め方だけではな

く、論理的にも整理されていることにとても興味深く思われました。私の従兄弟は書道家なので私も書道展にいくことがあるのです

が、私は書道展でも美術展で絵を見る時と同じような感覚で書を鑑賞します。書の作品でもあるものは一定のリズムを持ってきちん

と書かれていますし、あるものは絵のように自由で無作為で気ままな表現がされているなど、絵を見ている時と同じように楽しく見る

ことができますが、現在の書についての私の印象は、最近は絵巻物のようなある種の連続性を持つものが出てきたのではないかと

いうことなのです。私の書の見方はそのようなものですが、今のお話を伺っているときに私が小学校に勤務していたときの書道の

指導を振り返ってみました。そして、私の小学校での書道の指導は「カリグラフィー」としての書道、正しく文字を書くという「書写」と

しての書道であったということに気づきました。たとえば、その月の保護者の参観日に掲示するために２―４時間で子どもたちに作

品を作らせなくてはいけないというときには、形がまったく取れない子どもにはお手本の字の上に半紙を置かせて透けて見えるお

手本の字をなぞらせることによって字の形を手で覚えさせるということから始めました。あるいは字を書いているときに、墨がなくな

って字がカスレてしまうので、字を書いている途中で墨を付け足している子どももいましたが、そのような子どもをそのまま見逃した

りすることもありました。私は書道のことがわからないのでペトコフさんがおっしゃったような、東洋の書の持つ「変化・不完全・暗示」

というようなことをまったく気にかけずメチャクチャな指導をしていたのですが、限られた時間内に整った字を書かせようとするとそ

のような方法しか思いつきませんでした。また、B さんの「評価基準が変われば見方も変わる」ということをうかがったときには「ああ、

なるほど」と、とても共感しました。 

E：小学校は「書道」ではなく、整った字を書くということを目的とした「書写」ですから、I 先生のような指導になるのは当然だと思います。 

I：「この時間は書道の時間ではありませんので、墨を使って何でも好きなように書いてごらん」という授業であれば、私も楽しい授業をい

ろいろ考えつくことができるのですが、書道の時間ということになりますとどのようにすれば良いのか困ってしまいます。 

E：「書道」と「墨と筆を使った自由な表現」ということが融合できればいいのですが。 

I：そうです。そのような融合ができれば書道を学校の授業時間内だけではなく、大人になってもずっと続けられるようにもなるのではな

いかと思います。 

E：今日の皆さんのお話しは全般的には難しいお話しでしたが、私個人としましては日本の書道を語るときに、いまだに岡倉天心と鈴木

大拙を引用されるのかと複雑な感情を持ちましたが、それは東洋の美術を西洋的観点から論じることの難しさを象徴するものだと

おもいました。またそのような事柄を専門に研究している先生もいらっしゃらない中で、ペトコフさんが新しい分野の開拓に挑戦し

ようとされている熱意と努力に敬意を感じました。また、ペトコフさんだけではなくロシアの B さんもルーマニアの C さんも、東洋の

書道を西洋の人たちにどのように伝えていくのかということを、ご自分の日本での書道を経験をもとに、それぞれの方法と内容で努

力されていることを、私はとてもありがたくまた心強く感じました。今後もペトコフさんに対する皆さんのさまざまなご意見をお願いい

たします。 

A：「東洋と西洋の美意識の違いを明らかにしよう」ということを歴史的な視点から見ていこうとすると、その出発点として岡倉天心や鈴木

大拙を引用することは当然だと思います。私は、「違いを明らかにする」という視点ももちろん大切だと思いますが「共通点を見つけ

る」というという視点についても考える必要があるのではないかと思います。その理由は、すでに述べましたように美術教育ではい

つも「眼前に今いる子どもたち」からすべてが始まりますので、そこから考えてみますと「現在、世界中の若者にアニメの面白さが共

有されている」というような事象からも考えてみる必要があるのではないかと思いますし、また、今日のお話のカスレについても、西

洋の方だけではなく日本の子どもたちもそれを「失敗」と感じるということが出てきたからです。ペトコフさんの今後の研究の方向や

内容はもちろんペトコフさんご自身が決めることなのですが、最初にお話ししましたように、私がペトコフさんとの出会において最も

興味深かったことは、ペトコフさんは私をふくめた日本人のように小学生の時からではなく大学生の時に初めて書に出会われたの

で、その時の書についての印象や書道の指導の内容や方法についての記憶はまだ鮮明ではないかと思います。そこで、ペトコフ

さんがこれからも書・書道についての研究を進められるのであれば、そのことは書・書道について日本人にはできない新しい考え
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方を示すための大切な要素になると思いますので老婆心ながらお話しさせてもらいました。また、老婆心のついでにもう一つ言わ

せていただきますと、ペトコフさんの今後の研究にもし教育的な要素が入るのであれば、現代の子どもたちの感覚や感性について

も留意する必要があるのではないかと思います。 

E：歳をとった人と若い人では感覚や感性の違いがあるのでしょうか。 

D：次の発表で ICTについてお話しがあるのですが、最近 ICT の中にコンピューターの文字よりも手書き風の文字を入れたいという子ど

もが増えてきているという傾向が見られます。また、なんとなく温かみがあるとか味があるという理由でコンピューターにも手書き風

の文字のフォントが最近増えてきているなあという印象はあります。 

F：ペトコフさんに質問なのですが、文字には表音文字と表意文字の二種類があり、書道では表意文字が書かれることが多いのではな

いかと思います。ブルガリアの文字は表音文字なのですが、ペトコフさんは表音文字をいくつか集めて一つの単語を作り、それを

書にされたことはあるのでしょうか。 

ペトコフ：一つの単語を作り、その意味を書として表現するということについては、B さんの方が詳しいのではないかと思いますが、現在

世界に存在する表意文字は漢字だけで、他の表意文字はもうどこにも残っていません。しかし、すべての文字は意味を表す表意

文字として始まったものです。アルファベットやギリシャ文字とかキリル文字のような西洋の文字が表意文字から表音文字に変わっ

たのは 3000 年以上前のことで、たとえばギリシャ文字のように「牛」の表意文字を石に刻むということもあるのですが、文字の意味

を形として表すということは、文字の形は本来単純なものですのでとても難しいことです。 

F：私の質問の意図は、ペトコフさんが「書」として書かれたブルガリアの文字をブルガリアの人たちはどのように感じるのだろうかというこ

とです。 

ペトコフ：「書」としてブルガリア語を書くと、ブルガリアの人はそれがブルガリア語であることを最初はまったく認識できません。（ブルガリ

ア語の書作品を示しながら）私が「これは何語でしょうか」と聞くと、皆さんの答えは「日本語でしょう」というものなので、「実はこれは

ブルガリア語なのです」と言って１字ずつの説明をすると「あー、文字が見えてきた」と言ってくれるのですが、「文字と遊ぶ」というこ

とは西洋でもきわめて現代的な感覚・考え方だと思います。 

福光：ほかに何かご意見とかご質問はありませんでしょうか。ないようでしたらこれで第一部を終わらせていただきます。 
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第2 章 「書」の「美」とは 

第2 節 「書」の「美」 

I.書作品の形式 から看取できる「美」 

1.行間、字形と行の流れにおける変化. 

2.墨の色の「美」と「書」の精神性 

II.「書」の「自然」の理念から看取できる「美」 

第3 節 書表現の本質をより多角的に捉えようとする試み（漢字・仮名を用いない書表現） 
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1.墨の使い方の工夫 

2.字形の工夫 
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第2 節 「書」の「美」 

 

 前節で明らかにしたように、西洋で理解されている「東洋」の「美」の中心となるキーワードは、「ミニマリズム」、「非対称性」、「暗示の美」、

「不完全性の美」、「余白を構成の大事な要素とすること」、そしてそれら全てをくくる「精神性」であった。本節では、「書」において、以上

の「美」がどのように観察できるかということを詳しく論じていきたい。 

 なお、この「ミニマリズム」、「非対称性」、「暗示の美」、「不完全性の美」そして「余白を構成の大事な要素とすること」は、鈴木大拙の『禅

と日本文化』では主に絵画の「美」と結び付けられた。しかし、前節でも指摘した通り、「書」の「美」として理解することが可能である事柄

が多くあった。これは、東洋の芸術、特に中国では「詩書画一致」という原理が強く主張されている(35)ことからも、至極当然なことである。

「詩」と「書」、そして「絵画」は、最も重視される「精神性」を抜きに語ることはできず、その源を一にする。 

 本節で論ずる「書」の「美」は、「書作品の形式から看取できる美」と、「書の『自然』の理念から看取できる『美』」の両面から見ていく。そ

の際、上記で述べた「精神性」にも触れていく。 

 

 

I.書作品の形式から看取できる「美」 

 書作品の形式には様々な特徴がある。ここでは書作品の「字形」「行間」つまりは「章法(36)」について、それから作品全体の雰囲気を大

きく左右する「墨色」について述べる。 

 

1.行間、字形と行の流れにおける変化 

 「書」を語るとき、「字形」と「行間」、行草や仮名作品では「行の流れ」という語が頻繁に用いられる。これらの語を、西洋のカリグラフィー

などでは、ほとんど用いることは無い。西洋のカリグラフィーでは、「行間」、つまり行と行の間の距離は、「均整」であることが必須であり、

装飾文字や装飾文様が書かれるスペースを十分残した距離が保たれる。西洋のカリグラフィーでは、行草書のダイナミックな変化を追

求したような書作ほどには、「行間」の処理に対するバリエーションが少ないのである。書作品、特に「寸松庵色紙」や「升色紙」、「継色紙」

などの仮名の書に見られる「散らし書き」には、行の長さや墨の量、そして文字の配置を、各行すべて不均等にすることを基本とする（画

像 10―12）。意図的に「不規則な」余白を作る文字の書き方は、西洋のカリグラフィーではあり得ない（画像 13－14）。要約すると、西洋

のカリグラフィーでは「行間を揃えること」または「装飾文様が書かれるスペースを残す」以外の「行間」に対する配慮がほとんどされてい

ないといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像 10 平安時代「升色紙」 画像 11 平安時代「寸松庵色紙」 

画像 12 明末清初・許友「七言絶句」 

行間の変化でも粗密の変化を作っている。 
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 字形の変化についても、「流麗美」の特色をもつ行草書

の作品には、実に多種多様な崩し方がある（画像 15）。こ

れは一文字ずつだけで完結する「変化」ではなく、ある文

字の前後関係、あるいは左右の関係によって意識的にも

たらされた「変化（崩し方）」である（画像 16）。それに対して、

西洋カリグラフィーでは、そもそも「字形」または「字の崩し

方」という概念が無い。これは、西洋のカリグラフィーが、こ

のような変化を求める類のものではないということである。

もし「カリグラフィー」における豊富な「字形」のバリエーショ

ンの例を示すのであれば、中世時代の写本の「装飾文字

（illuminated letters）」（画像20を参照）が挙げられよう。しか

しそれは、植物や動物などの装飾文様を多用しただけのも

のであり、まるで絵のような構図であることから、周囲の文

字群の影響によった字形の「変化」ではなく、単独の文字

に適用され施された「装飾的要素」に過ぎない。それに西

洋中世以降の装飾本も、その「装飾文字」の配置も法則的

なのである。したがって字形や行間の「変化」があると、た

とえ言えたとしても、その変化は実に法則的で、常に「均整」

と「対称性」を考えた紙面の構図であることは明らかである。

一方、以上で述べた「流麗美」を求める行草書や仮名作品

の多くには、「字形」や「行間」に著しい変化が見られる。そ

れは「対称性」や「均整」を超えた、さまざまな要素を考えた

「バランス」、いわば意図的な「非バランス」――非調和的

調和――である。 

 本項目では「行間」というふうに捉えたが、更に広く見れば書作品の中の全ての余白について、同じことが言える。書の「空間」におけ

る変化については萱のり子氏が次のように述べている。 

 

空間は、均等であるように組み立てて行くことが要求される。しかし均等とは、物理的に面積が同じになることを意味しているので

はない。書かれた画の厚み、軽重などによってとるべき空間の広さは変化する。(37) 

画像 15 王鐸による様々な

「海」の崩し方 

画像 13 ドイツ・11―13 世紀 Carmina Burana（ブリアの歌） 画像 14 オランダ・15世紀「時祷書」 

画像 16 東晋・王羲之「喪乱帖」 

繰り返されている字、または隣にある似たような字の崩し方を変

えている例。左は「奈何」の字が二回行頭で繰り返されたため、

崩し方を変えている例。右は「荼」と「慕」が隣にあり、「脚」

部で崩し方を変えることによって変化をもたらしている。 
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 この引用でわかるのは、行草書の作品における「均等」とは、幾何学的な正確さを求める「均整」とは違う、ということである。行草や仮名

作品では、文字の形、点画の厚みなどを常に考慮し、それとバランスを保つべく前後と左右（行間）の変化を調整する必要があるのであ

る。しかし、多くの行草書の書作品を見ると、この「調整」は精確なものではないことがわかる。その理由は二つ挙げられる。一つは、この

「調整」は主観的な感覚である形の「軽重」によるものだということである。もう一つは、制作者が常に意識して空間を調整しているとは限

らないこと、つまり「変化」に対するある程度の「偶発性」が見られるからである。むしろ、行間が全て精確に計算されて空間が等しくあけ

てあったなら、「流麗美」のある書作品として「美」を見出すことはかえって難しくなる。文章の流れに或る程度の「偶発性」（偶発的に起き

た変化）を求めていることが原因であろう。そこに「不完全性の美」（完璧に揃っていない）と「非対称性の美」（完全に均等ではない）の効

果が作用しているのである。 

 「行の流れ」についても同じことが言える。ここで言う「行の流れ」とは、行がまっすぐに「流れて」

いくか、歪んで「流れて」いるかという意味である。つまり行頭の第一文字の（相対的）中心を標準

に中心線を引けば、行の全ての文字がその中心線に沿っているか、中心線から外れて右に（もし

くは左に）流れているかということを指している。行草書において「行の流れ」に着目すると、行が

完璧にまっすぐに流れている作品はほとんどなく、揃っているのは篆隷、もしくは楷書の作品であ

る。一方、行草書の作品には行の流れの著しい変化も見られる。これは特に明末清初の作品で確

立された芸術表現として見られる（画像17）。 

 このような「不完全性の美」や「非対称性の美」は西洋の「美しい文字」では決して求められない。

以下、それぞれ西洋と日本のほぼ同時代に書かれた手紙を例に挙げてみよう（画像 18―19）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本の手紙では、上記で述べた字の「重さ」を考慮した前後の関係（文字の「受け」による変化）や「行間」、「行の流れ」の変化や、線の

肥痩、字の大小、墨の潤渇などの著しい変化が見られる。ナポレオンの手紙では、行間が均整であり、字における極端な変化は一切見

られない。いずれも実用的な文章だが、両者ともに「美しい」文字に対する意識がはたらいていることは明らかである。そして書かれた場

面は異なっても、書かれた目的（相手に読んでもらうこと）は同一なのである。同じ目的のものでありながらこれほど形式が異なることは、

「文字」に対する意識が異なることを暗示している。 

 字形の変化についても同じく、書は「変化」を求め、西洋のカリグラフィーは「均一性」を求める。特に行草書の作品では、字形の「変化」

が常に求められる。しかしこの字形の変化もまた空間の変化と同じように、特定し難いその場その場の法則で決まり、一般的でどの場に

も適応できる字形に対する法則はあまり見いだせない。このような「不規則的な変化」について萱氏は次のように述べている。 

 

〔上略〕造形は恒常的・機能的な性格をもつ技術の範囲にはとどまっていない。それらは法則に還元できないものでありながら、そ

の場にそこに現れたすがたの中から多くの法則を導き出せるようなものとなっている。(38) 

画像 17 明末清初・王鐸 臨

「王曇首・昨服散帖」 行間と

行の流れの変化の例。行がまっ

すぐに流れることはなく、一行

目と二行目の行間と、二行目と

三行目の行間の著しい変化が

見られる。 

画像 18ナポレオンの消息 画像 19 深草元政（江戸前期）の書状 
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 このように造形（字形、行間、全体的な構図）に対するはっきりとした普遍的な規則がなければ、「書」の「美」は、「均整」や「対称性」とい

う、形式上の決まりで見出すことが難しくなる。ここで見出せるのが、「書」の「美」に作用する「偶発性」である。 

 また、「字形」とは言えなくても「字」においてある程度の「ふぞろいの変化」が求められているのは、行草書の「速書き」の作品に限らな

い。要するに「変化」というのはほぼ普遍的に書作品に求められているのである。例えば熊秉明
ゆうへいめい

氏が欧陽詢筆の「九成宮醴泉銘」という

楷書（均整美）の唐時代の古典作品について次のように考察している。 

 

〔上略〕理性の美は、決して平板で機械のように工整（ととのったもの）ではない。欧字(39)（ママ）は『停匀度に合す』の中に微妙にふ

ぞろいの変化がある。(40) 

 

 この熊氏のいう「ふぞろいの変化」は、それぞれの文字の構成部品の組み合わせにも、文字全体の形の変化にも見られる。特に文字

の大きさに対して変化が見られる。画数の少ない文字を小さく書く。これは画数の多い文字が必然的に大きくなってしまうからである。こ

の両者の文字の大きさは「均等」ではない。しかしこの工夫を以て「調和」せしめ、「均整」な文字群と為すのである。同じ現象は楷書のい

くつかの名品にも見られ、これを杭迫柏樹氏が「文字の造形的宿命に素直に従っている」(41)と述べている。 

 以上の行間と字形についての指摘を考慮すれば、「書」には、西洋のカリグラフィーとは違う審美観がはたらいていることがわかる。特

に行草書の作品について最も目立つのはその変化の「不規則性」であろう。行間の変化や字の崩し方の変化、または線の肥痩の極端

な変化は、西洋のカリグラフィーの整った文字の「美」からすれば、「不完全」または「非対称的」とも言えるのである。 

 なお以上の変化の不規則性は、萱のり子氏が書にある「自然」の理念で説明している。それについては「『書』の『自然』の理念から看

取できる『美』」の項目にて詳述するが、ここでも形式上の「不規則的な変化」と「自然」の関係に少し触れたい。形式上の「自然」は、萱の

り子氏が述べるように、「一言でいえば『おのずからなる変化』ということができ」(42)るものである。その「おのずからなる変化」は、「書」でい

うところの字形、行間や行の流れの、普遍的な形式上の規則に還元できない変化と結びつけることができる。「おのずから」という言葉は、

「作為なくありのまま」という言葉にも置き換えることができる。つまり「変化」とは意図されたものではなく、流れで「自然に」自らなり、それ

は作品の構図で見られる自由自在の書き方に反映されるものである。これによって、西洋の審美観をもつ者にとって「不完璧」または「欠

点」として見える箇所も、却って「自然」を表すことができた技法によって生まれるものとして見ることができるのである。 

 そしてこの表現の「自然」は、前節で引用した鈴木大拙の「さび」の定義に見られる“apparent simplicity or effortlessness in execution (見

た目の単純さや無造作な仕事ぶり)”にも関連する審美観として見ることができる。萱氏のいう「おのずから」というのは、特別な企画、つま

り作為なく作られたものというように言い換えることができると指摘したが、この「作為なく」は「無造作な仕事ぶり」によくにている。そこか

ら西洋の「美」の観点から見た、書における「「不完全性」及び「非対称性」はすべて、表現における「自然」という理念で言い表すことがで

きる。 

 

2.墨の色の「美」と「書」の精神性 

 墨の色の変化による「美」については、以下の福永光司氏の論を紹介をしたい。 

 福永光司は、「中国の芸術哲学」(43)の「墨の色」という項目において、墨色の微妙な変化によって「無限な表現の可能性」があると言っ

ている。しかしその無限な可能性は、大胆な変化や色とりどりの装飾を求めるのではなく、一回性の特徴をもつ創作の中で、微妙な変化

をもたらすことによって細部に注目させることにあると述べている。いわゆる装飾を最低限（ミニマル）にし、その中の微妙なニュアンスを

感じさせるということである。 

 加えて福永氏は、墨の色をつかった、微妙な変化を求める芸術的表現を老子の「玄」に対する哲学と結びつけている。 

 

墨の色は黒という単一の色彩であるが、それはあらゆる変化、無限の多様を内に含む単一であり、それ故に雑多な色彩を用いて

は決して表すことのできない「美」の世界を却って自由に表現しうるのであった。黒の色のもつ黒さとは、余分なもの、装飾的なもの、

けばけばしい美しさが全て取り除かれ、本質的なもの根源的なもの本来的なものだけが現れているといったような単純さであり、外

に向かって分散してゆくのではなくして内に向かって統一されてゆくような素朴さである。それは人間の心を騒々しく掻きたてるの

ではなくて、無限の深さ、根源的な静けさに人間の心を向けてゆき、しかもその根源的な静けさは単なる静けさではなくて、あらゆ

る動きを内に含んだ動中の静である。そこには一種の暗さが感じられはするが、その暗さも単なる暗さではなく、人間の心をじっく

り沈潜させ、ひっそりと落ち着かせる暗さ、人間の心を深く内面的に統一させる暗さである。(44) 
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 ここで興味深いのは墨の色の単調さと装飾の派手さの対立を「外」と「内」という比喩的表現をしていることである。前節で取りあげた鈴

木大拙と Georges Duthuit の中国絵画に関する引用でも「内なる世界」と「外的状態」の比喩的表現が見られたが、絵画は「内なる世界」

の現れであり、統一性が求められているといった主張である。上記の引用でも同様に「内」と「外」の対立が見られ、「外」は分散、「内」は

集中という概念と結び付けられる。 

 よって「書」における「墨」の使い方には、極めて「ミニマリスト」的な表現が

見られ、ここで再び西洋のカリグラフィーとの相違がたちはだかる。西洋の

カリグラフィーの作品（例えばヨーロッパ中世時代の写本）をみると、さまざ

まな色と装飾文様が確認できる（画像 20）。しかしこれは福永氏の言を借り

れば、視線を「外に分散してゆく」ものである。それに対して「黒」だけで文

字を書く「書」では、文字の形と線質が最も重要な表現の要素となり、そこに

微妙な変化がもたらされることによって作品に「美」が見出されるのである。

これはつまり「書」が、「装飾文様」や「色」という「余計」な「外」からの要素を

取り入れずに、書き手及び鑑賞者を「内」なる集中へといざなうような類の芸

術であるということを示している。Georges Duthuit が論じた中国絵画の特徴

と同じく、「意志の命に応じて一気呵成に手を下す」ことが要求され「思索を

集中させ」なければならないのである。このように「ミニマリスト」的な表現に

よって、人間の「内なる世界」を表すという、精神性の高い芸術の標準が「書」

にあると言えるのである。よって「書」を含めた東洋の芸術は、作者と鑑賞者

その双方の思索を「内」の世界に集中させるものであり、瞑想時にも似た内

省的態度を要求する。「書」作品はそうした背景を見ずして語れないものな

のである。 

 以上、西洋のカリグラフィーの装飾性と、東洋の「書」における墨の色の素朴さとを比較してみると、異なった審美観がはたらいているこ

とがわかる。「書」におけるその単調にも見える作品の「美」はまさに「ミニマリズムの美」、あるいは「素朴の美」であると言えるのである。こ

こでもう一回の鈴木大拙の「さび」の定義に戻ると、「鄙びた無虚飾」という言はこの「素朴さ」にも嵌入できる。鈴木大拙は「さび」という、

非常に日本的な審美観を説明するために使ったものだが、一歩引いて西洋の視点から「書」の「美」を考察するときも、このような定義の

一部が当てはまる。 

 

II.「書」の「自然」の理念から看取できる「美」 

 前述したように「自然」は「書」において重視される概念である。中国中世の書論の中で「自然」を取りあげ、それによって書の良し悪し

を判断する場合が非常に多い。例えば萱氏が述べるように、孫過庭の「書譜」では作品の価値をさだめるときは「自然」が第一であり、

「技術」はその次でしかない。これは「心と手の一致」(45)によって表され、技術（手）が心（内的世界）を表すことになって初めて書の極地

に達していることになるという考え方である。これを考慮すれば「書」における「自然」は、「技術」と「内的世界」の一致にあると考えられ、

「内的世界」が「技術」によって自然に表されるようになれば「書」の「精神修養」という目的が満たされると言える。 

 「自然」を理想として扱うのは中国の哲学で多く見られる。「自然」（ありのまま）を最高理念に置くことは、特に道教や仏教、特に禅的文

脈に拠るところが大きい。この考え方は道教の経典、『老子』と『荘子』のいたるところで散見されるが、「書」を含めた東洋の芸術論では

『荘子』斉物論篇の「不知其然」（その然るを知らず）の語を以て説明、展開されることが多い。これは「なぜかわからないうちにこうなっ

た」、もしくは「何のはからいもなくこうなった」という、「計画性」に基づいたいわば人為的創造とは大いに異なり、遥かに優れた創造の境

地として讃えた語である。 

 一方、西洋思想は「文化」と「自然」を対立的な関係に置くことが多い。文化とは自然に人間の工夫が加わった、より改善されたバージョ

ンだと言うことができる。ラテン語の概念“cultura”（文化）と“natura”（自然）の語源を見れば、そこに必然的に含まれる対立的な意味が見

えてくる。“Cultura”は動詞“colere”（畑を耕す）を語源とし、必ず何か人間の「計画」、そして「工夫」が加えられて成立したものをいう。一

方“natura”は動詞“nasci”（生まれる）に語源が指摘され、「あるがまま」、「何も工夫されていない」という意味である。古代ギリシャ・ローマ

から中世時代、ルネサンスなどの時代を経てさまざまな意味の層が重なっていくが、それによって「自然・人間の文化」の二分法が強調

されており、「神様が人間に授けた理性と創造力」を使って“natura”（自然）を改善したのが“cultura”（文化）であるという見方が一般的に

なった。そこは、西洋思想の「自然」と「文化」に対する考え方の、東洋思想とは極端に異なるところである。 

画像 20 「装飾文字」の例。マタイの福

音の写本（スコットランド、8世紀） 
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 「文化」と「自然」を二分し、対立的に捉える姿勢は、芸術論にもある。その代表例として挙げられるのが、ニーチェの『悲劇の誕生（Die 

Geburt der Tragödie、1872 年）』において論じられる「太陽神アポロ的精神」（理性、光、創造性）と「酒神ディオニュソス的精神」（夜、闇、

論理では説明できない原始的な創造力）である。ヨーロッパの芸術の基盤である古代ギリシャの芸術論に当てはめれば、明知の理性に

源のある造形芸術（彫刻、絵画など）と、原始的な自由奔放とも言える生命力を源とする舞台芸術（劇、音楽、舞踊など）という分類ができ

ると、ニーチェは論ずる。この二分法については熊秉明氏が、中国唐代の「狂草」という書風に察せられる「美」と関連付けている(46)。「狂

草」というと、草書を能くした唐の張旭が第一に挙げられる。彼の作品の多くは、まるで酒に酔ったときに書かれたもののようだと称せられ

る。このような飲酒にかかわる創作過程は、ニーチェの論ずる、舞台や音楽における「酒神ディオニュソス」の原始的な創造力と同類のも

のであると、熊氏は言う。なお「ディオニュソス系」の芸術の特徴は、理性によって説明し得ない何か原始的な生命力に拠って想像される

というところにあるが、「理性」と「原始」が対義語とするのであれば、芸術においては理性に頼る「造形」と原始的な創造力に頼る「運動」

も、ニーチェの芸術論では対照的であるといえる。これも「文化」と「自然」の対立と同様の発想であることが指摘できる。 

 以上のように西洋思想では「自然」は「造形」と対立的な関係にあるものとして考えられてきたが、東洋ではそうではない。数多くの中国

の書論にあるように、「書」という芸術の最高の理想は「自然」的表現であり、「内なる自然」による諸表現を常に目指している。そしてここ

で西洋的発想を以て「書」を分析しようと試みるならば、「造形芸術の理性の美」と「運動芸術の原始的な創造性の美」の両方が備わって

いると言える。 

 孫過庭らが「書」の極地として「自然」を取りあげたのは、書における造形の「美」の最高理念が、完璧な対称性や、画一的に計算された

バランスなどにはないことを意味する(47)。これこそが非漢字文化圏の「書」の学習者にとっては馴染みのない審美観なのである。この審

美観の違いに対して、以上の二項の対立を使って非漢字文化圏の「書」の学習者に注目させれば、書作品の多種多様な「美」をより看

取しやすくなるというのが、本章での主な主張である。 

 なお「ディオニュソス的精神」による書作例として、中国唐代の狂草を挙げたが、そのような運動性はそれ以外の行草書の作品にも見ら

れる。その運動性と偶発的な「美」、そしてそれらに関連付けられる「非対称性」と「流麗の美」は萱氏の述べるように全て「自然」の理念に

まで還元させることができる。東洋では、前述のとおり最終的に「自然」的境地を目指すが、それに至るまでにはやはり技芸の細かな修

練が必須であって、一足飛びにはいかない。修練の過程で得られる内省的態度や「自然」的精神が、人格陶冶にも結び付く。これが「書」

をふくめた中国の技芸が精神修養的特徴を有する所以である。この「自然を求める」理想は、「二度書きを基本的にしない」の法則も含

んでいる。「自然」的制作とは、「一息」に、或いは一気呵成に、一貫性を保って書くことであるため、上書きしたり修正したりするのは望ま

しくないと考えられる。 

 「書」における一貫性は前節で取りあげた Georges Duthuit のことば「描くものを全体として見る、というより感じる」ことと、運筆によって作

られる作品の構図に、「一貫性」を保つために「一回性」を求めている点で、類似的である。Georges Duthuit の言う「外的状態の奴隷」に

なるということは、何度も描いている対象を見直しそれに合わせて作品に修正を入れることを指す。「書」でも同様に「内的世界」を表現

するのを妨げる「外的状態」が存在する。絵画において「外的状態の奴隷」になることが、対象物を見直すことによって修正を加えること

であるとすれば、「書」において自然な流れを断絶させるもの、つまり線質の雰囲気の合わないところ、字形などが異常に歪んでいるとこ

ろ、明らかな修正が入っているところなどがそれにあたる。Georges Duthuit の言う「描くものを全体として感じる」ことは、絵画だけでなく、

一回性と一貫性、そして「自然」の理想があることによって「書」でも要求されるものなのである。 

 

 

第3 節 書表現の本質をより多角的に捉えようとする試み（漢字・仮名を用いない書表現） 

 

 本節は、「書」の「美」の分析をより実践的な面からアプローチし、西洋で美しいとされる文字とは対象的な「美」を明らかにする試みで

ある。前節で論じたことを踏まえて、本節では先行研究の考察にとどまらず、筆者自身が書いた作品の制作過程と形式とを分析するとい

う、極めて実践的な研究方法をとる。そしてその分析の中で、前節で論じた類の「書」の「美」が如何に作品にあらわれるのか、詳しく検

討していきたい。 

 なお本節で扱う書作品は、日本語や漢文ではなく、キリル文字を使用するブルガリア語で書かれていることが特徴的である。ブルガリ

ア語で書作品を作成しようとすることの意味は、「書」の芸術的表現が今まで当てはめられてこなかった西洋発祥の文字で、如何に応用

できるのかということを考察することにある。その考察は、字形、文章の流れ、墨の使い方などといった形式的な面と、制作過程という創

造的な面の両方からおこなう。つまり本節の目的は、キリル文字の現在の一般的な書き方と、「書」表現を意識した書き方を提示すること

によって、比較することにある。そしてその差異を指摘することによって、西洋で美しいとされる文字に見られる法則を挙げ、「書」の「美」

の特色を改めて問うことで、前節の論を展開させることである。 
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 書作品の題材に使用したのは、20 世紀初頭に活躍したブルガリアの著名な詩人、ディムチョ・デベリャノフの詩である（全体図及び原

文と和訳は付録を参照）。ディムチョ・デベリャノフはブルガリア詩人の最も有名な人物の一人であり、ヨーロッパ文学における象徴主義

の運動（19 世紀末～20 世紀始め）に強く影響を受けたブルガリア詩における象徴派の代表者の一人でもある。 

 作品は、二×八尺（約 53×226 ㎝）の画仙紙縦二枚によるものと、半切より少し短い画仙紙（約 34×112cm）の横のものである。前者は

ディムチョ・デベリャノフの詩の途中までを、後者は最後の二句を切り取ったものである。二×八尺の縦のものは、本来横書きで表記され

るはずのアルファベットを縦に書いたものである。文章はそれぞれ4行ずつで、右の一幅に書かれた文章は右から左へ流れ、左の一幅

に書かれた文字は左から右へと流れる。ここで中国で見られる対聯形式の一種の書き方に基づいて書いている。 

 一方、横向きもののほうには、仮名作品の形式を採ったもので、落款（作者の本名のみ）が付されている。 

 本節では、以上の作品の形式的特徴（字形、字の配列と関係、構図）と制作過程の両面から見て分析を行う。字形、文字の配列と配置、

そして構図という形式的な面では、書作品らしき特徴を出すための工夫に関する考察をおこなうことによって、書作品というもの自体の

特徴を明確にする。制作過程においては、書の一回性（二度書き禁止）を焦点において、構図や制作の意図を明らかにしていく。 

 

I. 作品形式の特徴 

 本作での形式上の文字の配列と字形、行の流れにおける工夫について、大きく二つにまとめることができる。それは①横書きで書か

れるべき文字を縦書きに変えたこと、②行草作品や仮名作品を意識し、連綿線を加えたこと、③字形と字間、行間、不規則的な変化を加

えたことである。 

 書の表現が顕著に現れている非漢字文化圏の文字を使った作品を創作するために、これらが唯一の形式では決してない。 

 ブルガリア語を縦に書くことには、さまざまな問題点がある。そもそもキリル文字の歴史の中で縦に書かれた時代は一度もなく、縦に書

くために字形が工夫された経緯もない。本作品は行草書の縦書きの作品をイメージして作成したものであるから、字形の変化、字と字の

間にできる連綿線や不均等な余白など、さまざまな書作品らしい要素が盛り込まれている。それら「走り書き」といえる要素を取り入れると、

解読が非常に難しくなり、ブルガリア語だと認識できない場合もある。常に均等の字間、行間と規則的な「連綿」の仕方を求める西洋諸文

字体系の視点からすれば、これは文字が「崩れている」と言え、実用性が非常に重視されてきたアルファベット文字では容易な情報伝達

という一番の目的が達成されていない。しかしこの「崩れ」こそが、行草書の書作品の特徴であり、それをキリル文字の作品で取り入れる

ことによって、更にその特徴が浮き彫りになるのである。 

 萱のり子氏も『書芸術の地平』に同じような記述をしている。 

 

手書きの常用書体である筆記体が走り書きされると、粗雑であるばかりでなく、文字の伝達機能を損ないかねない。そこで文字が

速く、正しく、美しく書くことが目指される。文字をできる限り明瞭に、かつ快美なものにしようとする技には、美的なものに対する志

向が見られる。(48) 

 

 西洋の文字の筆記体においては、文字を速く、正しく、できる限り明瞭に書くことにあって、読み手が解読しやすいように「整った字形」

で書くことが最も重要視される。意思を伝達するということが、文字の最も重要な役割であるからである。一方、「走り書き」である行草の

作品では、「おのずからなる変化」を求める上では、字形が崩れている、または不規則に変化しているように見える。均等性と対称性を

常に求めている西洋の文字とは、真逆の審美観を求めているのである。字形に規則性を求め、変化を求めない、そうした西洋の筆記体

に見られる美意識を「静的」と言うことができるのであれば、行草作品の「美」は「動的」と言えるのである。 

 なお、本作品で故意的に表したキリル文字の「動的」表現は、普段のアルファベットの書き方と比べれば「不規則的」である。これを考

慮すると、前節で述べた「不揃い」、「非対称性」、「不完全」などのキーワードも当てはまる。これは字間が均等ではないことや、文字と文

字をつなぐ連綿の仕方にさまざまな変化がある、などということに表れている。このキリル文字を普段の書き方で慣れているブルガリア人

にしてみると、その「不規則性」が、文章として大変読みにくくなる。 

 以下、更に具体的に、この「動的」な変化が如何なる字形や字と字の関係に表れているかを述べていく。 

 

1.墨の使い方の工夫 

 西洋のカリグラフィーと東洋の「書」で、最も明確な違いを挙げるとすれば、それは潤渇の変化である。潤渇の変化とは墨がたっぷりつ

けられている状態の、黒々とした少しにじみのある線から、墨が少なくなりかすれてきた線への変化のことを指し、数多くの古典作品で

見られる。その潤から渇への移り変わりは時間的な変化を主に表している(49)ので、現代の書論では墨の「リズム」ともよく言われる。特に



 20 

中国の明末清初に流行した長条幅（縦に長い紙や布に書かれた作）という形式の作品に、この表現が著しく表れている。画像21及び22

はブルガリア語の作品からとった潤渇の対照を示す例である。潤渇の表現は明末清初の特に王鐸と傅山の作品を参考にした。 

 潤渇の変化は、時間の流れを表すとともに、「偶発的な美」の表れとしても捉えら

れる。「潤」、つまり墨をたっぷりと含ませた箇所と、「渇」、つまり墨がかすれている

状態の対照的表現は、西洋のカリグラフィーでは使われない。墨がにじむこともか

すれることも、それは「不完全」な状態であると捉えられるからである。墨の量が十

分に計算されず、「偶発」的にこうなったというように捉えられる。西洋ではこうしたこ

とは欠点として見られ、避けられる。しかし東洋の「書」では主に使われている表現

なので、本作ではキリル文字の作品の中でも、いわゆる「リズム」を作るために取り

入れた。 

 以下は字形の具体的な工夫とそこに見て取れる「美」について具体的に

考察していく。 

 

2.字形の工夫 

 1. 画像 23 で見られるように、ここの着目点は以下の二つである。一つ目は、

「плахи」(ローマ字転写：plahi(50))という単語の「х (h)」と「и (i)」の字を連綿線

を用いてつなげ、面積的、かつ字形的に一つの字の見せかけること。二つ目に、

上の字「хи (hi)」の「脚」を広げて、その「脚」の間にできた空間に次の字の「с(s)」

が侵入するかのように書き込んだこと。なお連綿線を用いて二つの文字を一つの

文字に見せようとしたのは、「и (i)」だけでは「画数」が少なく、次の文字との「対照

的」な変化が表現できないからであり、「х (h)」と「и (i)」を連綿させることによって、

「脚」を広げられて次の字との「動的」な関係ができるからである。このような文字同

士の関係は、仮名の古典である「関戸本古今集」にも見られる手法である。画像 24

は「関戸本古今集」の部分である。「人」と「の」の二字を書くにあたり、「人」字の「脚」

を広げ、次の「の」字の一画目を突き出し、「人」字の間に突き刺している。 

 2．字の縦画を伸ばすこと（画像 25）。古筆では頻繁に見られる表現として、「し」を

縦画一本で表し、それを極端に伸ばすことがある。ここでは特定の古筆を参考にし

ているわけではないが、よく見られる表現として文章の流れ、そして字間の変化に

多様性をもたらす目的で使用されている。このような特徴がよく見られる古筆は例

えば平安時代中期の「重之集」などである。画像 26 は「重之集」の中で見られる「し」

を極端に伸ばした書き方の例であるが、それだけでなく、次の文字の影響を受け

て「し」の収筆部分の方向を変えている。それと同様に画像 25 では「ｙ (u)」という文

字の最終画を縦に伸ばして少しかすらせて、終筆部分では次の字につながるよう

に方向を変えた。本来の「ｙ」という字では縦画ではなく、左斜めの画のはずだが、

それを縦画で処理する「Ү」という形の例も本来のキリル文字の書き方では見られる。

その字形を使って、終筆の部分だけ次の字との連綿の影響を受けて右に曲げてい

る。 

 3．縦書きの流れの中で 2 文字を横に並べること。これは字が縦に伸びすぎて、

横の広がりが乏しくならないようにするための工夫である。画像 27 の例を見ると、

「ｐ (r)」の字の縦画も伸びており、「т (t)」も非常に単純な字形をしているので、次

の字「а (a)」を真下に書くと縦への伸びが強くなり横への広がりが画数の少なさの

ため、単純になる。そのため、「т (t)」の横画の下に、「т (t)」の縦画と並列するよう

に「ａ (a)」を配置している。 

 仮名の古筆では、以上のような縦書きの中で文字を横に並列させるという極端な

例は見られないが、隣接している字のそれぞれの中心が極端にずれていることが

ある。これは連綿線が短いことや、画数の多い字形とバランスを取るために下の画

画像 23 画像 24 

画像 21 画像 22 

画像 25 画像 26 

画像 27 画像 28 
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数の少ない字を右にずらせたなどの原因が考えられるが、古筆の中ではよく見ら

れる表現方法である。画像 28 の古筆の例では、「高野切第一種」の中で見られる

「れ」と「と」の、中心を移動させ連綿線を省略した連綿の仕方が見られる。 

 以上のように、墨の使い方と工夫を見ていくと本作品にも前節で提示した「偶発性の美」と「非対称性、不揃いの美」がはたらいていると

言えることがわかる。特に以上で萱のり子氏のアルファベット文字の書き方について引用したように、「対称性」と「規則正しさ」を重視して

いるもともとのキリル文字の書き方と比較すると、これら書作品の特徴が明らかになる。なお本作品を作成するために参考にした行草書

の古典は、非対称的でありながら全体的に微妙にバランスを保っていることも言えるが、以上述べたように文字自体の書き方は非対称

的で不規則的であるので、このような「美」が見て取れる。 

 次に、作品の制作過程の特徴について簡単に述べたい。 

 

II.作品の制作過程の特徴 

 制作過程については、主に題材となった文章の選別をどう行ったか、書く過程の中でどのように字形、構図などを意識して工夫してい

たかについて述べる。 

 まず、題材としてはブルガリアの詩人、ディムチョ・デベリャノフの詩「Да се завърнеш в бащината къща 

(ローマ字表記：Da se zavarnesh v bashtinata kashta)」 (51)を選んだ（詩の全文と和訳は付録を参照）。ディムチョ・デベリャノフの詩には、よ

く過去を懐かしむ心情や故郷を恋しく思う心が描かれている。彼の作品の特徴としては、哀惜や傷心の感情を主題にした、柔らかく穏や

かな文調が挙げられる。この詩においても生まれた家を惜しむ心情が描かれており、象徴派の詩らしく自然現象（夕焼け、夜空など）の

描写を心の状態と結びつけることによって文章を貫くノスタルジーの雰囲気を保っている。この詩の構成としては、家の温かい雰囲気を

惜しむ部分（第１～第 18 行）と、それがかなわない夢だという切ない気持ちを嘆く部分（第 19～第20 行）に分けることができる。 

 漢字の書作品には、漢詩を題材にした作品が数多くある。漢詩とヨーロッパの詩を比べると、形式上共通しているところが多い。ヨーロ

ッパの詩も漢詩も韻を踏んでおり、ヨーロッパの詩の場合はアクセントと母音の長短を交互にすることなどによってリズムを作る。漢詩も

漢字の音による並べ方の規則にしたがいながら詩全体にリズムを作る、ということが、両者の共通点として見出だせる。 

 以上は題材の選別について述べたが、次に書く過程について簡単に触れたい。 

 西洋のカリグラフィーと違い、「書」作品はほとんどの場合一回に書き尽くさなければならない。これは墨の自然な潤渇のリズムによって

表す時間の経過と偶発性、または構図を全体として想像し文字の空間の中の配置を、印なしでも把握したうえで書くという、書の一回性

に規定される理想に起因しよう。また、書作することは、精神の修養と強く結び付く創造的なプロセスとして捉えられるので、できた作品

のみが重視されるわけではなく、書かれた作品が表出する書くプロセス自体も重視される。もちろん西洋のカリグラフィーでも、美しくか

つ正確に書くために、書くプロセスそのものもある程度注目されるが、上述したような「書」にあらわれる「偶発性の美」、「不完全性の美」

がある中では、書における書くプロセスが西洋カリグラフィーと比較されながら著しく注目され、なおかつ訓練されるべき課題となる。 

 本作のような書作品を制作する過程の中で、求められる要件はいくつかある。まずは、全体の構図を意識すること。さらに、作品全体の

雰囲気を前もってイメージしながら、臨機応変にどこを伸ばせばいいか、どこを引き締めればいいか、または線を太くしたり細くしたりす

ることを即興で決めることである。後者の、全体のイメージを持ちながらも字形を広げたり引き締めたりすることは、まさに第 2 章の第 1 節

で述べた、「作品を全体として感じる」という、Georges Duthuit の中国絵画に対する記述に通ずる制作過程である。このような「美」が、広

義で言う「計画性」つまり雰囲気の具体的なイメージと共にはたらき、作品が作られていく。この「計画性」と「偶発性」が共にはたらくこと

によって、前節で提示した、萱氏の言う「書における自然」の理想が達成できるのである。 

 ブルガリア語の書作品の形式上の特徴と制作過程の特徴、両方を考察することによってこれまで本章で論じた東洋の「美」と「書」の

「美」がどのようにこの作品に表れているかを検討してきた。この実例を以て、前節で論じた「偶発性の美」、それからそれと密接な関係を

持つ、萱氏の言う「書における自然」や、Georges Duthuit の中国絵画についての論との関係とを見出した。書作品にそもそも向かない文

字体系を使用し、その文字の字形が如何に変化し得るか、そしてその文字のもともとの構図などがどのように異なるかを考察することに

よって、書作品の特徴がより明確にかつ多面的に捉えられることを予想し、実験した次第である。 

 ブルガリア語によるカリグラフィーは、西洋のカリグラフィーの特徴を持つものであり、文字を明瞭に、かつ快美に書くことを一番の目的

としている。今回はその文字を使って書作品を作ろうとする過程を示し、その際に日本や中国の古典をどのように参考にしたのか、書く

過程はどのような特徴をもっているかということを明示した。こうして文字体系の全く異なるものを使って書作品を作ろうと試みると、どれ

だけ非対称性、偶発性が求められているかがより明確になり、これからの非漢字文化圏の学習者に向けて書教育を行う際に書のどのよ

うな特徴に着目すればいいかもより明瞭になる。  
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画像 32 ブルガリア語の作品（自作） 
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第２部 I C T を活用した美術科教材の紹介―子どもの表現を引き出すツールとしてー   渡邉 美香 

 

 1．研究背景  

はじめに、本研究の背景について話します。今日の子どもの生活の中には、デジタルメディアが普及しており、子どもは幼い時から触

れる機会が多いという意味において、パソコンや映像などデジタルメディアに対する経験・情報が豊富で、それらに対する興味関心の

高い状況があります。そこで、絵具やパスなどの材料と同様に、ICT を持いても、図工・美術で培う能力を伸ばすことはできるのではない

か、特に光を扱う写真や映像においては、ICT を活用することで、容易に制作ができるというメリットがあるのではないかという問題意識

を持っています。ICT 機器を用いる場合の指導のポイントを明確にすることで、今後教員向けの公開講座等で教材紹介をできればと考

えております。 

まず、用語の説明ですが、ICT についてはすでに聞きなれた言葉であるかと思いますが、Information and Communication Technology

の頭文字をとったもので、邦訳では「情報通信技術」と呼ばれます。コンピュータ、通信機器、デジタルメディアなどデータでやり取りする

ようなものをイメージしていただければと思います。コンピュータを用いた学習としては、CBT / Computer-Based Training や、e ラーニン

グ（e-learning）と呼ばれるものもあります。また、最近ではコロナ禍においてインターネットを使った遠隔授業としてオンライン授業が行わ

れています。ICT を活用した授業としていろいろな言葉が生まれていますが、ここではコンピュータやデータを扱った授業という枠組み

で見ていきたいと思います。 

次に、美術教育を通して子どもたちが培う能力についてみていきたいと思います。普段の図工・美術の授業観察において見られる子ど

もの姿をもとに、そこで育まれている力をまとめてみました。まず、ワクワクしながら、次にああしようこうしようと取り組む子どもの姿には、

発想力・構想力・自発性の高まりがみられます。次に、悩んだり、やり直したりしながら、模索しつつ作り上げる子どもの姿には、技能と新

しいものを作っていくという創造性の育成がみられます。作品の完成を決定し、出来上がった作品に,「ワー」「おー」と声を上げてしまう

子どもの姿には、感性・自己肯定感が大いに働いているとみることができます。さらに、互いの作品を見て、自分の発想を超えるものに

賞賛したり、共感・納得したりする姿や自分の作品の工夫・意図を説明する様子などには、コミュニケーション能力・表現力の涵養が見ら

れます。授業の中で育成されるこれらの能力は、現在の学習指導要領では、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう

力・人間性等」という言葉で示されていますが、これらの力をコンピュータ等デジタルメディアを表現の道具として活用する題材において

も育むことができるのではないかと考えています。 

 

2．ICTを活用した授業の紹介 

 ここでは、簡単に ICT を活用した題材を 4 つ紹介します。一つ目は、「マジック

シャドウ」というもので、小学校 4 年生の題材です。かごを揺らすとスクリーンに蝶

が出現し、スクリーン上に舞う蝶の動きを身体で押しとどめたりすることができると

いう仕掛けを子どもが活動の中から発見し、自分の影と連動させて遊ぶというも

のです。もう一つは、ジャンプすると水面に波が立つという仕掛けのものです。こ

れらはセンサーとプロジェクターとコンピュータを使用したもので、影で遊ぶもの

です。(図１) 

二つ目は、プロジェクションマッピングを用いた「空間を感じてみよう－面から空

間へー」という小学校5 年生の授業です。教室の空間に、スクリーンとなる薄い和

紙（典具帖紙）を何層にもずらしながら重ね配置し、2 か所からプロジェクターで

映像を投影します。薄い和紙は光を反射しつつ透過させるので、光源から出た

映像が何重にも映され、空間を形成します。映像の鑑賞後、子どもたちはタブレ

ットで抽象的な模様を描き、クラス全員の画像をスライドショーにして和紙に映し

出しました。（図２） 

三つ目は「自画像トランジション」という中学 2 年生で実施された授業です。ここ

では、4人グループになり、それぞれが友達の顔から自分の顔になるまでの変化

を考え、ループする映像を作成しました。（図３） 

四つ目は、クロマキー合成を用いて美術作品の中に入るという中学 3 年生の題

材「作品の中に入ってみよう」です。ここでは岡本太郎の「太陽の塔」に腰を掛け

る映像と非常口のマークにプロレス技をかける映像を紹介します。（図４） 

図１ マジックシャドウの活動の様子  

 

図 2 空間を感じてみようの鑑賞の様子  
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クロマキー合成について、簡単に説明します。現代社会においてクロマキー合成としてよく目にするものにテレビの天気予報がありま

す。天気図の前で気象予報士がしゃべっているのは、天気図の動・静止画と予報士の動画の二つの画面が合成されてできているもので

す。今日のミーティングで使用しているビデオ会議の背景にもキーとなる色を映像から消去し、静止画と合成する「クロマキー合成」の機

能が使われています。実際には、「グリーンバック」と言われるように、グリーンの布を背景に置いた状態で体の動きをビデオで撮影し、

後で映像編集アプリを使ってそれにグリーンが透明になるという効果を実行させ、美術作品の静止画（写真）の位置や大きさを調整し動

画と組み合わせています。自分自身が作品の中に入るという設定で、8～10 秒の映像を作りました。身体表現のため、演技者と撮影者二

人1 組で協力して動画を撮影するという設定にしたところ、相手の意図を読み取りながら撮影協力をする姿もみられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは 4 つの例を紹介しましたが、現在、これ以外にも子どもの表現を広げる様々なアプリケーションとプログラムが開発されていま

す。全て紹介できれば良いのですが、公開講座では限られた時間内での題材紹介となりますので、数多くある題材のなかで、これまで

私自身が多くの実践を行ってきたストップモーション・アニメーションの題材を取り上げたいと考えています。 

 

3．公開講座に向けてのストップモーション・アニメーション授業の提案 

 私はこれまで、大学での授業以外に、中国やベトナムなど海外でのワークショップ型授業で、ストップモーション・アニメーションを実践

してきました。ICT を活用した授業としての実践実績が多く、汎用性のある（誰でも取り組みやすい）題材としてストップモーション・アニメ

ーションを紹介します。今回は対面で皆さんに実際に実践してもらうことができないので、指導の概要を説明したいと思います。 

まず、これから挑戦する「ストップモーション・アニメーション」とは、コンピュータを活用し映像を作る技術の一つです。「映像」の辞書的

な意味は、「光線の屈折又は反射によって映し出された物体の像」ということですが、ビデオカメラ等レンズを通して捉えられる光の像、も

しくは光で描かれる像など、デジタル技術などの技術革新により、今日では多様な映像表現が生み出されています。一言で映像といっ

ても、パソコンの画面上で見られるものから、映画館で見られるものなど様々です。ここで、「コンピュータを活用した映像」ということにつ

いて少し考えてみたいと思います。皆さんの前にある PC やスマートフォンの画面などの電子機器は、電源が入っていない状態だと、単

なる黒い平らな面です。ですが、電気(光)信号の変化により、平面に奥行き・質感を感じさせることができます（画像・写真・コンピュータ

グラフィックスなど）。また、平面に動きを感じさせることもできます（動画・アニメーションなど）。映像による表現を考える際は、画面・スクリ

ーンなどの平面が人の目にどう映るのか＝どう見せたい（魅せたい）のかが問題となります。これは、紙という 2 次元空間に 3 次元のもの

を表したり、キャンバスの中に世界を生み出したりする絵画表現と同じような問題意識ということもできるでしょう。 

ところで、歴史的に有名な映像に、マイブリッジ（Eadweard J. Muybridge）の「疾走する馬」の連続写真があります。馬のギャロップを連写

し、それらの静止画をつないで動画として再生したものです。この要領で映像を制作する技法として「ストップモーション・アニメーション」

があります。つまり、たくさんの静止画像をつなぎあわせ、動きを作り出す方法です。動画は、人の視覚の時間残像の効果を利用して、

複数の静止画像を高速で切り替え、映すことにより、動きを作る技術からなります。映画では 1 秒間に 24 枚（フレームレート：24fps）、

NTSC 方式のテレビ放送では 1 秒間に 30 枚（30fps）の静止画が用いられています。静止画をコマやフレームと呼び、ストップモーショ

ン・アニメーションは別名「コマ撮り動画」とも呼ばれます。この授業では静止画を「フレーム」と呼ぶこととしますが、動きが滑らかに映るよ

うに、一秒間に必要なフレーム数を設定します。サンプルの動画（図5）は、120 枚の画像をつないでできた 24 秒の作品です。一枚一枚

の写真は、動いていないのにつながると生き物のように動くという特徴があります（図６）。そもそも animation（アニメーション）の語源は、

ラテン語で霊魂を意味する anima（アニマ）と言われ、命を与え動かすということを意味します。授業では、このストップモーション・アニメ

ーションで、ものに命を与え、面白い動きを生み出すことをねらいとしています。コンピュータのカメラ機能を用い、たくさんの静止画を撮

ることから始めますが、どのように撮影をすると面白い動きが作られるか挑戦することが、課題となります。授業で使用するアプリは、Stop 

図 3 自画像トランジション作品  

 

図 4 クロマキー合成「作品の中に入ってみよう」作品  
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Motion Studio、デベロッパ: CATEATER, LLC です（図７・2020 年現在）。アプリは、事前にアプリ名を検索し、コンピュータにダウンロー

ドしておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次にアプリの使用方法について説明しま

す。アプリのアイコンをタップし、アプリケ

ーションソフトを起動させると、アニメーシ

ョン新規作成画面が出てきます（図８）。左

上のプラスボタンをタップし、新規アニメ

ーションを作成するとカメラの映像画面に

なります。ここで、右中央の赤ボタンをタッ

プすると撮影できます（図９）。撮影された

画像は、画面下に保存され、画像は増え

ていきます（図 10）。これを「フレーム」と呼

びます。被写体を動かし撮影していきま

す。撮影する際、左中央のレバーを調整

すると、前のフレームを透かしてみること

ができます（図 11）。これは、玉ねぎの皮

のように半透明に画像を重ねることができ

るという意味から、オニオンスキン効果と

呼ばれ、このアプリケーションの便利な機

能です。前のフレーム画像を透かし映し

出すことで被写体をより正確な位置に置く

ことができます。撮影した画像を削除した

い場合は、削除したいフレームの上でタッ

プしツールを表示させ、その中にある削

除ボタンをタップします（図 12）。逆再生と

いう編集の方法もあります。例えば、はじ

めに被写体を完成した形に作り（図 13）、

形を崩しながら撮影していきます。最後に

撮影した画像のフレームをタップし、ツー

ル表示の中から「選択する」をタップしま

す（図 14）。フレームを左にスライドさせ、

最初のフレームまでを選択します。このア

プリでは、選択されたフレームはピンクに

なります。最初のフレームをタップしツー

ルを表示させ「前へ／逆再生」をタップし

図 5 ストップモーション・アニメーションについて 

 

図 6 ストップモーション・アニメーションについて 

 

図 7 アプリケーションについて 

 

図 8                         図 9 

 

図 10                        図 11 

 

図 13 

図 14                        図 15 

 

図 12 
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ます（図 15）。フレームの並び順が逆にな

ることで、逆再生になります（図 16）。並び

替えるといった作業はコンピュータで簡単

に処理できる操作です。フレームを「選択

し、操作を加える」という方法は、コンピュ

ータを用いた動画編集作業の基本となり

ます。最後に、撮影後のファイルの保存方

法ですが、撮影終了後、左にある「＜」ボ

タンをタップするだけで保存されます（図

17）。 

保存したデータには、自分の作品であることが分かるように、作品に作者名・タイト

ルをつけておくことを勧めます。また、作品のタイトルには制作者の思いや意図が

表れますので、ある程度作業時間をとり、入力させるといいでしょう。アプリの操作

方法の説明は以上です。 

ここで、対面であれば皆さんに実際に作品制作を体験していただくのですが、今

日は、附属天王寺中学校美術科で 2019 年 10 月～2020 年 2 月にタブレット

（iPadmini）を用いて実践されたストップモーション・アニメーションの授業作品を紹

介したいと思います。ストップモーション・アニメーションの授業は、今では小学校

でも実施され、さまざまな学年で取り入れられていますが、ここで紹介する作品は、

中学 2 年生に実施した「擬人化」をテーマにした授業と中学 3 年生で実施した「○

○が△△の動きをする」をテーマにした授業で制作されたものです。前者では、生

徒に目玉シールなどを与え、文房具等身近なものを擬人化し、その動きやストーリ

ー展開を撮影させています。後者では、シールなどは使わずに文房具等、身近な

物が生み出す動きを生物の動きに見立て、面白い動きを作り出すことに焦点を当

てています。 

1 つ目の作品（図 18）は、「テニス」です。この作品では、スケッチブックを 90 度に

開いてテニスコート（地面）と背景を設置し、定規をネットに見立て、プラスチックの

角柱に目玉、口、腕のシールをつけたキャラクターを２体作成し、それぞれにオレ

ンジと青で彩色した紙のラケットを持たせて、シールのテニスボールを打ち合う様

子をコマ撮りしています。ラリーを楽しんでいるが、ネットにボールが引っかかり、

青いキャラクターが勝って喜ぶというストーリーになっています。ラケットの動きとボ

ールの回転などが丁寧に作られており、生徒自身のテニスの経験が再現されてい

ると考えられます。この動画をよく見ると、初めは、ネットとして置いている「定規」を

「シャーペンの芯の入れ物」で支えていたのですが、スケッチブックのリングに「定

規」を固定できることを発見し、後半では支えをとりはずしています。余計なものが

写らないように、綺麗に見せる工夫がなされています。 

2 つ目の作品（図 19）は、「くいしんぼう」です。この作品では、青緑色のクリアブッ

クの表紙に目、眉毛、鼻のシールをつけ、表紙と裏表紙を口に見立てています。

おなかがすいて悲しんでいたところに、食べ物が来ます。大きな口を開け、丸めた

紙を勢いよく食べていきます。食後眠くなりますが、また起きて食べ始めるというス

トーリーです。おなかがすいて悲しんでいる様子を眼の表情や涙を付け加えること

で表したり、食べ終えて喜ぶ様子や、眠りにつく様子も目の表情で変化をつけたり

しています。ZZZ の文字の切り抜き（絵文字）で、眠りをもあらわしています。プラス

チックのファイルを曲げ伸ばし、咀嚼する口の動きに工夫が見られます。 

3 つ目の作品は、「クジラの狩り」です。ステープラーをクジラに見立て、目玉と吹

き潮をつけてキャラクターを作成しています。青と水色の折り紙の折り目を波に見

図 17 

 

図 16 

 

図 18 

 

図 19 

 

図 20 
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立て、海の舞台が作られています。折り紙の魚が登場し、クジラに追いかけられ逃

げ惑いますが、捕獲されてしまいます。その後再び魚が出てきてクジラと魚の追い

かけっこが続き画面から消えていきます。再度出てきた魚は実はうまくすり抜けた

最初の魚なのか、同じ種類の別の魚なのか・・・見るものに謎をかけてきます。魚が

逃げ惑う動きと追いかけるクジラに迫力と存在感があります。捕獲という内容は、食

べることと同じように中学生のストップモーション作品によく出現します。弱肉強食、

食物連鎖などのテーマとも関連付けられることもあります。 

 4 つ目の作品からは、中3 の生徒作品になります。こちら（図21）は、「ワニが魚を

食べる」というタイトルで、３つ目の作品と同様ステープラーを使用しています。ステ

ープラーのワニが水中に潜り、水面にいる青いクリップの魚を下から狙って捕獲す

るという動きを再現しています。水中にいることを表すために、画面上部に水面の

境界となる一本のタコ糸を用いています。ワニが静かに獲物を狙うときは波一つな

い直線ですが、一瞬にしてダイナミックに捕獲する際には、糸で曲線が描かれま

す。水面となる糸の動きでワニ位置や状態を表すこの作品には、物の動きが空間・

環境に影響をもたらすこと、その関係性などについての知識を活用した表現が見

られます。 

 5 つ目の作品（図22）は、「消しゴムが蜘蛛」です。これは、黒い消しゴムの後ろか

ら白い糸が少しずつでて、蜘蛛の巣を完成させるもので、機械のように最短距離で

巣をはる工程を再現しています。巣を作る姿を見ると、単なる塊の消しゴムが自然

と蜘蛛に見えてくるもので、説得力のある面白い作品となっています。 

 6 つ目の作品（図 23）は「布が龍」です。廊下にあるごみ箱から龍が現れ、床に着

地し、反対側の廊下の壁を登っていくという動きになっています。この生徒は、筆

箱の中の文具類では飽き足らず、家から赤い布を持参してきました。ストップモー

ションで動かしてみたいものの構想を練る中で、家から撮影に必要なものを持って

来ることを希望する生徒がでてくることがあります。家庭から備品を持ってくる場合、

家族に授業の話をしているのではないかと推察します。学校で学びが完結するの

ではなく、学びが続いていることを実感します。またこの生徒は、机上ではなく廊下

の空間を使い、一人黙々と撮影をしながら、龍のダイナミックな動きを試行錯誤して

いました。 

 7つ目の作品（図24）は、「輪ゴムが尺取り虫の動き」です。ゴムやひもなどの線状

の材料を使うと、面白い動きが生まれます。尺取りの動き（のび・縮み）をする輪ゴ

ムにシャチハタのキャップを組み合わせ、輪ゴムがキャップを一生懸命運んでいく

というストーリーになっています。途中消しゴムの壁が立ちはだかるのですが、キャ

ップを飛ばして壁を倒し、さらに前へ進んでいきます。輪ゴムは左から登場し右へ

動いていくのですが、一端右の画面から消え、再び左の画面から登場します。シ

ーンの切り替えを行うことで、時間のシートカットをしており、映像編集の方法に明

るい生徒であるということが分かります。 

 皆さんでしたら、ストップモーション・アニメーションの技法を使って、何に息を吹き込んでみたいと思いますか？今回は身近にある既

製品で取り組みましたが、他の実践例として、自分の作った粘土の創作物をアニメーションにするといったものもあります。 

 

4．本題材の指導のポイント 

 製作体験活動の後に、子どもの表現を引き出すツールとして ICT を使用する際の指導のポイントをまとめたいと思います。まず、指導

にあたっては、映像の特徴（時間藝術・流れ・文脈がある）を明確に伝えるテーマ設定が重要であると考えます。つまり、映像であるから

こそできることを内容に含めることです。例えば、題材として扱おうと思っている映像の内、 

・「アニメーション」であるならば、動かないものに命を与える（生き物の物理的な移動・動きを考える）こと、 

・「トランジション」の場合は、あるものが、あるものへ移り変わる（形の変化 色の変化を考える）こと 

図 21 

 

図 22 

 

図 23 

 

図 24 
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・「リズム」の場合は、繰り返しや動きの規則によってパターンを生み出す（刺激の強弱を考える）こと 

・「カット」を扱う場合、切り替わることで瞬間的に移動する（場面編集効果を考える）こと 

・「ズームの機能」を使う場合、視点の移動により近づいたり離れたりする（カメラとの距離や位置を考える）こと 

などが考えられます。今回は、アニメーションを取り上げましたので、動かないものに命を与えることをお題とし、生きているものが見せる

動きや移動を考えさせることで、映像表現での造形的な見方や考え方を学習するきっかけになったのではないかと思います。 

お題に基づいて生徒が動かしたいものを製作する際、必要な技術的なサポートとしては、 

・フレームを多く撮る（例えば 50 枚以上）こと 

・少しずつ動かすことにより滑らかな動きになること 

・オニオンスキンの活用（前フレームとのつながりを意識させる） 

・カメラワークの工夫（構図） 

などを伝え、アドバイスすることが考えられます。手が映らないようにしたい、飛んでいるようにするために糸を用いたいなどの細かな技

術的サポートとしては、教師が一緒に考えることもできますが、生徒は、同じコンピュータに保存されている他生徒作品を参考に手法を

取り入れたりもします。他の生徒のアイデアにも触れるような環境設定も重要です。 

学習評価のポイントとしては、まず活動の場面において、以下3 点が考えられます。 

・何を動かしたのか、物をどのように見立てたのか（観察力・発想力・想像力） 

・動くものと背景との関係（構想力：関係性・ストーリー性・ノイズの削除） 

・カメラワーク、動きをよりよく見せる工夫（創造的技能・表現力） 

次に鑑賞会では、以下3 点が考えられます。 

・アイデアや動きの工夫を発表しあう（コミュニケーション能力） 

・発想や撮影の工夫に関心を持ち,クラスメイトの「よさ」を発見しあう（鑑賞力・自己肯定感） 

・作った作品に愛着がわく（自己肯定感） 

はじめに本研究の問題意識として、絵具やパスなどの材料と同様に、ICT を持いても、図工・美術で培う能力を伸ばすことができるので

はないかということを述べましたが、これら実践例等を見ることで、ストップモーション・アニメーションという一つのデジタルメディアを扱

った題材においても、美術教育を通して子どもたちが培う能力（発想力・構想力・自発性／技能・創造性／感性・自己肯定感／コミュニケ

ーション能力・表現力）が育まれていると考察することができます。これらの内容を踏まえ、公開講座の教材として、このストップモーショ

ン・アニメーション題材を提案したいと考えております。以上で発表を終わらせていただきます。 

 

 

質疑応答 

福光：美術教育以外の方にとっても、渡邉先生のご発表はとても刺激的なお話しであったと思います。ご意見お持ちの方はいらっしゃい

ますでしょうか。 

A：先ほど、授業を実践されるときに ICT の機器を使うということだったのですが、子どもたちが制作をする準備として構想を練るとかアイ

デアスケッチなどおこなう場合にも ICT を使われたのでしょうか、それとも従来のようなアナログ的な方法だったのでしょうか。 

渡邉：アナログというよりは、ワークシートで「・・・を何にする・・・」というようなある種のコンセプトシートのようなものは作り、それを教師が

確認するということはおこないました。ただ、まずそのシートを作り、つぎにはそのシートに書かれた通りに制作するというような方

法ではなく、そのシートを一応の目安にしながら制作を進めていくという方法でおこないました。 

B：私が在職しているときに「コンピューターを使った造形」が一時ブームになったことはあったのですが、結局「図工では自分の手を使

っておこなわなければ・・・」という意見が主流となり実際にコンピューターを使った実践はほとんどありませんでした。でも、今の渡

邉先生のお話のように、コンピューターを使った授業には図工が目指している 4 つの点がすべて含まれており、子どもは育ってい

くという点には私もまったく同感でした。そこで、今紹介していただいた「ストップモーション・アニメーション」というような、子どもた

ちが ICT をおこなう上で子どもたちの表現の支えになるような優れたアプリがこれからもどんどん開発され、それが現場の先生の

手元に行き渡るようになれば、子どもたちが飛びつくような面白い題材がどんどん開発されていくのではないかと思いました。 

渡邉：ICTのさまざまなアプリが開発されていているのですが、今の段階では先生が扱いやすいという点で「ストップモーション・アニメー

ション」のアプリが最も優れているのではないかと思います。また、先ほどお見せした「クロマキー合成」も便利なツールで簡単にで

きるので、子どもたちからも「クロマキー合成」を使いたいという要望もありましたので、今年は「ストップモーション」と「クロマキー合

成」を併用しています。このように子どもたちがさまざまなソフトを使いこなすためには色々なソフトを使って、経験を積まなくてはな
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らないということもあるのですが、それと同時に先生がなるべく簡単なソフトを見つけようと常に努力して、それを生徒に紹介すると

いうことが大切ではないかと思っています。 

C：今のお話しをうかがって ICT 教育とは直接関係ないことが気になったのですが、美術教育の中で「子どもに自由に表現させる」という

ことではなく、先生があらかじめ例えば「虫」というようにテーマを設定して授業をおこなうということが面白いと思いました。 

渡邉：今回はコロナ禍の影響で教室での授業ではなく、オンラインの形態で子どもたちが教科書に掲載されている美術作品の内容を調

べるという課題がおこなわれました。それを受けて、「クロマキー合成」を扱った授業を「自分たちが調べた作品の中に入ってみよう」

というテーマで組みました。こどもたちに作品を選んだりより詳しく見てみるということをおこなわせるために、今回は「クロマキー」を

うまく使えたのかなあと思います。 

福光：書道で、文字が時間の経過とともに書き進められていくというのは、アニメで主人公が時間とともに動いていくということと同じことで

はないかと思うのですが、C さんは今の作品を見ていて、書道のアニメ化ということは考えませんでしたか。 

C：書道で文字の書かれていく過程を「ストップモーション」で撮ることは、書き始めた字を途中で一度止め、つぎにその続きをまた書き、

また一度止めて・・・ということを繰り返すということが必要になりますので、そのようなことは無理ではないかと思うのですが・・・。 

渡邉：「ストップモーション」というのは動いていないものを動かすためのものですので、書道で文字が書き進められていく動的な過程を

映像化しようとするのであれば、静止画として背景に何かを置いて、その画面の中で書が書き進められていくという静止画と動画の

合成であるクロマキーの方が良いかもしれません。 

D：私は美術の専門学校でデザインを専攻していたのですが、そこでは「フォトショップ」とかしか使っていませんでしたので、「今では子

どもでもこれほど高度なアプリを使っているのか」とびっくりすると同時に感動しました。 

渡邉：しかも、このアプリは無料なのです。 

E：今まで私は、学校の美術の時間に行っている表現と、学校生活以外の日常生活の中で子どもが興味を持って行っている表現とは違

うものだと思っていたのですが、渡邉先生のお話をうかがって今ではその距離がとても縮まってきたのだなあと思いました。つまり、

今までは学校で絵を描いたりものを作ったりすることは「学校で作った美術の作品」ということで完結していたのですが、今では子

どもたちは「TikTok(ティックトック)」とか「YouTube(ユーチューブ)」で自分の作品を世間一般に紹介するという機会が増えており、ま

たアニメとか映像を作ることが好きな子どももいますので、学校で学んだことを自分の個人生活の中にも直接生かすことができるよ

うになってきたのだなあと思い、それは素晴らしいことだと思いました。 

F：そのような個人の趣味が将来仕事につながることもありますので、それは素晴らしいことですね。 

渡邉：さらに言いますと、子どもの方が先生よりたくさんのことを知っているということもしばしばあり、子どもは先生が予期できなかったさ

まざまなソフトの使い方や、組み合わせ方を自ら開発してくれるということも多々あります。一度にそれら子どもが開発してくれたこ

とを取り上げると、成績をつけることができなくなってしまいますので、時間ごとに取り上げ徐々にバージョンアップしていくようにし

ているのですが、新しいことについて子どもたちは先生よりも豊かな発想を広げてくれるということは日々実感しています。 

G：私の子どもも「iPhone」を使ってショートムービーを作ってくれたりするので、渡邉先生のご意見に私もまったく同感です。私が渡邉先

生の授業を素晴らしいと思った点は、グループワークでおこなったという点です。子どもたちはそれぞれが違う考え方や感性を持

っているのですが、普段の学校生活でそれを互いに気づける機会は少なく、このような形でのグループワークでは普段あまりしゃ

べらない子としゃべる機会が持てることによってコミュニケーション能力が向上するでしょうし、また全員が「より良い作品を作ろう」と

いう一つの目標に向かって活動していますので、ある事柄に自分の意見を述べた子どもであっても、別の子どもの別の意見を聞

いた時にも「どちらの考え方の方が良い作品になるのだろう?」と、自分の考えを別の子どものそれと客観的に比較して判断するよう

になるので、自分とは別の考えも尊重しなければならないという社会生活の基本も身につくのではないかと思ったからです。 

H：ICT は、それが子どもたちの日常生活にそのまま存在し、また面白いので興味をひきつけるものですし、子どもたちは自分の興味に

そった新しい題材を自分で開発することもできますので「子どもの心をワシヅカミにする」といっても良いほど素晴らしいものだと思

います。特に現在は絵を描いたり、ものを作るという活動が苦手になってきている子どもが増えてきている状況ですので、そのよう

な子どもたちのためにも ICT の題材開発はこれからもどんどん続けてほしいものだと思いました。ただ、今までの美術教育は図画

であれ工作であれ、自分が感じたことやイメージを身体（手）を使って素材・材料を変形させるという活動を通して、自分独自のもの

として創り出していく（あるいはそのような体験をする）ということを主眼としていたと私は考えています（書道も音楽も同じことだと思

っています）が、ICT では身体活動がキーボードとマウスを操作するということだけに限定されたものになっているのではないかと

思います。そこで、たとえばパソコンやスマホで文字を書かないで文書を作るということを続けていると漢字を忘れてしまって書け

なくなるというように、先生も子どもも ICT の面白さに溺れてしまってそればかりをすることになると図工・美術の教育が今までおこ

なってきた「自分の身体を使った活動によって自己表現をする」ということがなくなってしまうのではないかという心配もでてきます。
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そこで、繰り返しになりますが、私は ICT はとても魅力的で多くの可能性を含んでいると思いますが、今までの図工・美術がおこな

ってきた「自分の感性・イメージと自分の制作活動の融合を重視する」ということと、ICT の「感性・イメージのみを重視する」というこ

との本質・特性の共通点と相違点をある程度示した上で、両者のバランス考えてみる必要もあるのではないのでしょうか。つまり、

ICT の特徴や授業の中にそれをどのように組み込むのかというような具体的な方法と、現在おこなわれている図工・美術の指導要

領にもとづくカリキュラムの中にどのような位置づけで、どのように ICT を組み入れていくのかということまで示してもらえれば先生

方は授業として取り入れやすくなるのではないかと思います。 

I：まず、今のご発表についてなのですが、私はスマートフォンが使えないのでまだガラ系の携帯電話を使っている状態で、ICT の具体

的なことはまったく理解できませんので、従来の美術教育の「題材」という視点のみから感想を述べることになります。また私は、40

年ほど前に中学校に勤めているときに「8mm 映画作成」の授業（『附属天王寺中・高等学校研究集録 第 22 集』昭和 54 年度 

p.p.145-186 参照）を試みたことがありますので、渡辺先生の ICT のお話しも美術科の「映像」分野の一部としてしか理解できませ

んでした。そこで、そのことを前提として私の思いつきを 3 点述べたいと思います。まず、「一つのものを少しずつ動かせて撮影し、

それを連続させることによって動いているように見せる」という、私自身も子どもの時に教科書の隅を使って授業中に楽しんでいた

「パラパラ漫画」と同じ原理の手法のものではないかと思われるものについてですが、静止している画像を動かすということは子ど

もにとってはいつの時代でも感動的なことであると思います。そこで、先ほど見せていただいた動画の発展として考えられることを

述べますと まず①「画面をより複雑にしていく」ということが考えられます。これは「一つの画面に複数の静止画と動画を入れる」と

いうことですが、これはそれぞれの子どもがそれぞれに動画・静止画を作り、それを一つの画面の中で合成するということです。（も

し可能であれば、二つの動画が重なった場合に「奥にあるものは重なった部分を見えなくして手前のものの全景が見える」というよ

うな操作を加えれば、より迫力のあるものになると思います）。それを発展させるとたとえば５人の子どもが動かした 5つのキャラクタ

ーが、一つの画面の中でそれぞれの動きをしているという画像ができるのではないかと思います（ここでは、キャラクターの顔の部

分にだけ実際の人の顔を入れる、というようなことも考えられます）。また、もしそうなりますと背景も単一のものではなく、状況によっ

て「自分たちが描いた風景」「外国の風景写真や学校の教室や運動場の写真等」「その他の好きな写真をデジカメで撮ったもの」

等々さまざまな背景が作れるのではないかと思いますし、あるいは、そのような背景は静止画像だけではなく、たとえば走る列車、

車、飛行機、水の流れ、打ち寄せる波等々動画を背景として使うということも可能になるのではないかと思います。次に②「音・声を

入れる」ということも考えられます。つまり、静止画と動画という画面だけではなく、その場に適した声、音楽、解説・説明等々「音・声」

も入れることができるのではないかと思います。もし音声を入れることが可能であれば画面を盛り上げるものとして、CD からとった

ものや自作の音楽を入れたり、擬音を入れるなどのこともできるのではないかと思いました。そのように音・声を加えていきますと総

合芸術としての「映画」に近いものができるのではないかと思いますが、映画のように「動画」「背景」「音声」などの要素が入ってき

ますと「シナリオの作成」という係も必要になるでしょうし、全体を調整する「監督」というような係も必要になるかもしれません。どの

程度の規模でおこなうかは子どもたちの状態、使える時間数、準備できる機器・機材の質・量などを先生が判断して決めれば良い

と思います。また、そのような活動は授業以外にも美術部のクラブ活動としてもおこなうことができますし、それ以外にも科学部の実

験で色や形が変わる様子を動画で見せたり、文芸部で正岡子規の写真を使って本人に俳句をよませたり、地歴部で実際の写真の

動画を使って地理や産業の解説・説明をさせたり、運動部で「ストップモーション」を使って自分の演技・活動を見直すなど、すべて

の部活動にまたがって自分の研究や活動をより確かなものにするための補助手段として、視覚化することをおこなう「部活動補助

のための ICT 講座」を創設するということも可能ではないかと思います。三つ目として、美術教育における ICT の利用について私

が最も大切ではないかと考える③「子どもの自己表現としての ICT」について述べたいと思います。それはつまり、もし時間、機器、

子どもの習熟度などによってもし最も簡単なものしか作れない場合にも、あるいはかなり複雑なものが作れる場合にも、美術教育と

しておこなう場合にはそれが「子どもの自己表現であるか」ということが最も大切ではないかと思います。もちろん、最初の段階とし

ては「ものを動かすことができる」という子どもの感動によって ICT への興味づけをすることは必ず必要なことであると思いますが、

たとえそれが、ただ動いているだけであっても「その色や形を持ったものが、その動きをすることによって、たとえば不思議な・躍動

感のある・苦しそうな・楽しそうな・重苦しい・リズミカルな・・・というように、どのような印象・イメージを与えるのか」という点について、

子どもに意識させるような発問をしたり、子どもたちに話し合わせたりすることを積み重ねることによってストーリー性を持った映像

作品にしていくことができるのではないかと思います。たとえば、「４コマ漫画」で私たちは 4 つの静止画面だけからストーリー全体

を理解できるのですが、それを極小化すると、基本的には同じ動きであっても、少しの動きの変化からでも動いた人やものの気持

ちの変化を私たちは理解できるということです。そこで、ある動きからその時の動いた人やものの気持ちや状況を考えてみることに

よって、動きが複雑になっていくにつれて印象・イメージも複雑になっていき、言葉ではすべてを言い表すことのできない映像言

語化されたメッセージとしての「自己表現」になるのではないかと思います。動画を作る子どもも、最初に主人公の性格、その時の
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気持ちなどを設定することができれば、その動きによってそれらを表現したいと思うはずです。つまり作品に「テーマ性・ストーリー

性」を持たせる必要があるのではないかということです。しかしこのことは、指導する前に先生がすべての可能性を考えておかなけ

ればならないということでは決してありません。今までのお話にありましたように子どもは先生が思いもつかないようなことまで考え

だしてくれるものですので、実際にどのような内容・方法でおこなうにしても先生は子どもの活動のすべてを受け入れることができ

ることができればそれで良いので、先生は子どもと共に ICT に取り組みながら、子どもとともに考えていく必要があるのではないか

ということです。最後に、これは今回の発表の内容についてのことではなく、渡邉先生が大学で続けておられる公開講座について

ですが、今のお話をうかがって ICTの魅力と可能性につきましては H 先生とまったく同感で、ICTは先生方に今お知らせしておか

なければならないことだと確信しましたので、渡邉先生は ICT の紹介のために独自でご自分の講座をぜひ開設されるべきではな

いかと思います。その理由は、今までの公開講座の講師の先生は、全体の時間の制約からそれぞれ２時間以内という目安で講座

を完結されていたのですが、２時間で ICT を紹介することは無理だと思ったからです。また、毎年２時間で ICT を連続的に紹介し

ていくと、最初の年に参加された方は次の年には1年前に教わったことを忘れているかもしれないし、毎年新しい参加者もあります

ので連続した講座は開催できないと思ったからです。そこで、渡邉先生は今までの公開講座とは別のものとして、お一人で ICT の

講座を午前午後連続してとか、二日間続けてとか、あるいは数日間にわたってとか・・・受講された先生方が学校で子どもたちに指

導できるようになれる程度までの講座内容に必要な時間を充分にとって開催される必要があるのではないかと思いました。 

渡邉：私が現在おこなっているのは中学校だけなのですが、今までの経験からすると中学生は編集にはかなりの時間がかかるのです

が、部分的な作品制作は ICT を使うと私が当初思っていたよりもずっと早くできます。そこで、ストップモーションを使うとあまり編集

の必要がないのでかなり早くできるということと、私がベトナムと中国でおこなったワークショップでは、その時は「ストップモーション」

を経験するということのみを目的にしていたのですが、「ストップモーション」を使うと１時間でできてしまったという経験から、公開講

座でもワークショップ形式を取り入れると２時間でもできるのではないかと思います。また、それだけでは時間が足りないという方に

は家で完成させてもらって、別の日に鑑賞会を開くというような日程の組み方もできるのではないかと思いました。「テーマ性」を持

たせるということについては、「ストップモーション」以外にたとえば「クロマキー合成」を使ったり、今は「iMovie」という編集ソフトを使

っているのですがそれにも含まれているような、いろいろな映像編集のソフトを使うと、より長編とかストーリー性のある作品を作るこ

とが可能ではないかと思いますので、それと「ストップモーション」を併用することも含めて今後の課題としたいと思います。また、

「映画」の画面の上に自分が作った別の映像を重ねるということも可能です。そして、それはストーリー性を持たせる時も同じなので

すが、編集の段階で行われますのでそのような作品を作るためには編集の段階でかなりの時間が必要となりますので、「ストップモ

ーション」以外にもさまざまな編集機能を持つソフトを一度まとめ上げ、またそれらを組み合わせるとどのような映像を作ることが可

能なのかという解説をしたものを準備した授業も今後行ってみたいと思います。最後に、「小学生や幼稚園児にも ICT が可能か」と

いう問題ですが、今まで私は ICT の対象として小学校中学年以上を考えていましたので、小学校低学年の子どもに ICT を使わせ

ても良いのか、使わせることが可能かということについてはまだわかりません。ただ、４年生の実践でお見せしたような体や影の動

きをテーマにしたようなものであれば、小学校低学年や幼稚園児にも可能なものができるのではないかなとは思いますが、そのよ

うな小さな子どもに映像制作ができるのかどうかということについてはまだ考えがまとまっていません。 

H：「iPad」のようなデジタル機器は、小学校によっては１年生から使わせているし、別の小学校では3年生から使わせているというように、

それぞれの子どもが通っている学校によって子どものデジタル環境は異なります。そこで、まず幼稚園であれ小学校低学年であ

れ先生が授業において、導入で使うのか、あることの説明のために使うのかなどの使い方は別にして、ICT を使うということはすぐ

にでもできることではないかと思いますが、子どもに使わせるということについては問題があるのではないかと思います。 

B：以前、附属天王寺小学校では粘土で動物などを作りそれを少しずつ動かせてコマ撮りし、それをつなげてアニメ化するという授業を

しておられたのですが、そのような方法であれば、パソコンやいろいろなソフトを使わなくても動画の作品を作ることができるので

はないかと思いますが、それ以上のことは私にはわかりません。 

渡邉：それは高学年で行われていたのではないかと思いますが、１、２年生でも絵画の授業であればタッチペンを使って ICT を使って

授業することは可能ではないかと思っていますが、たとえば粘土のようなものの質感を表したり感じたり、触れることによって感じた

量とか空間を表すことはまだタブレットではできないのではないかと思っています。 

I：私は、幼稚園や小学校の低学年からでも ICT の授業をおこなってほしいと思っているのですが、それは幼稚園や小学校の低学年か

らパソコンの操作をさせたいという意味ではありません。最初に述べましたように私自身はパソコンがまったく使えないのですが、

渡邉先生のお話をうかがって ICT は今後の美術教育の中の大きな柱となる可能性があるのではないかと感じました。そこで、もし

ICT を美術教育全体の中に位置づけようとしますと、ICT を「パソコンを使った図工・美術の授業」と限定するのではなく、今までの

ような絵画や彫塑等の作品・制作活動の魅力・特徴や教育的価値ではない、パソコンによってできる作品・制作活動の魅力・特徴
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や教育的価値ということを明らかにしなければならないのではないかと思いました。たとえそれが厳密な意味でなく大まかな方向

性であったとしても、もしその方向性が明らかになったとすれば、パソコンの操作がまだできない幼稚園児や小学校低学年の児童

であっても、ICT 教育に向かってパソコンの操作以外にしておいた方が良い・しておかなければならない教育・活動とは何かという

ことが見えてくるだろうと思いましたので、それを「幼稚園、小学校低学年のための ICT 教育」と言いました。しかし、もし「ICT は今

までの美術教育の概念を修正したり変更したりするものではなく、従来の美術教育の概念・枠の中でパソコンという新しい『道具』を

意味するものである」ということであれば以上のことは私のパソコンに対する無知からくる憧憬、誇大妄想だったということになるの

ですが、パソコンは新しく開発された絵の具や筆記用具や粘土などとは異なり、教科や教育や国境を超えて世界中の人々の生活

の中に浸透しつつあり、生活や考え方までをもすでに変えつつある「道具」以上の意味を持つものだと思われますので、美術教育

においても「道具」ということ以上の扱いが必要になるのではないかと思います。 

渡邉：パソコンを使って「絵を描く」ということは ICT でなければできないことですので、ICT で絵を描くことはデータ量が多いものを気軽

に操作できるということで子どもに興味を持たせることもできますのでむしろ入りやすいことなのですが、私はタッチペンで絵を描く

という、今まで手で描いてきたことをツールとしてパソコンで描いてみるということも始めています。そこで、タッチペンで絵を描くと

いう方法であれば低学年の子どもにも行えるかどうかということもこれから調べてみたいと思っています。 

F：皆さんのお話しを伺っていて、これからはそのような時代になるのかなあと思いながらも、私は毛筆で書くというアナログ的なことをし

ていますので、逆に「そのような時代に毛筆で書くということはどのようなことなのか」という点から考えていました。そこで気づいた

のが「毛筆で書くということは幼児、高齢者、障害者にとってはとても心地良いものである」ということです。たとえば、先日も 8５歳の

方から「毛筆で書くと、毛筆の柔らかさを直接感じることができそれはとても心地良いものです」というお話しを聞くことができました。

その経緯は、最近はコロナの影響で外出することができませんので家族の方から「字でも書いてみたら・・・」と言われたということで

その方が私のところに来られましたので、私は大人用の仮名文字を書くために参考になるものを用意して「最初は鉛筆と筆ペンで

ノートに書けば良いですよ」と言って４Bの鉛筆と筆ペンで書いてもらいました。鉛筆と筆ペンにある程度慣れた様子でしたので「一

度毛筆でも書いてみますか」と言い小筆に少しだけ墨をつけてお渡ししました。それからその方はお家で半年ほど鉛筆、筆ペン、

毛筆で字を書いておられたのですが、昨日またその方にお会いしますと「鉛筆は力が必要ですし、筆ペンは書きにくいので、筆が

一番良いです。筆は柔らかいし太い線も細い線も自由に書けるのでとても気持ちが良い」とおっしゃいました。そこで、私なりの結

論ですが「時代の先端を行くパソコンを使うことも、伝統的な筆を使うことも両方必要なのだなあ」ということでした。 

福光：それでは時間が来ましたので、今日の WEB 会議はこのあたりで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 以上が第 21 回アート知っとくミーティングの内容です。書制作の活動を通して考えたこと、書作品を見て考えたこと、美術

教育を受けた時に考えたこと、指導する中で考えたこと、それぞれの体験をもとに話し合う場面も多く、充実した会になりまし

た。今後も美術・書道の教育活動を広く深く掘り下げる議論を行っていきたいと思います。引き続き、研究成果や実践報告をは

じめ多種多様なご提案を持ち寄り報告して下さい。 

 

 


