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要　約

　本研究は、幼稚園教育要領における領域「表現」にふくまれる音楽・造形・身体表現について、その

表現モードの違いにより生じる共有方法の差異とコミュニケーションのあり方を論じた。従来の芸術分類

は、表現物と表現者を切り離し、その素材や表現媒体によって区分されてきた。本研究では表現者の表

現への関わり方という視座から分類を再検討した。その結果、従来、時間芸術と考えられてきた音楽や文

芸なども、舞踊等と同じように「身体性」が伴うものとして分類可能と考察した。また、身体性が伴う表

現を中心に、その場で生じるコミュニケーションについて検討した。表現しながらその時間の中で同時に

コミュニケーションを成立させるためには、表現者同士の間主観性に基づく動的コミュニケーションが不

可欠であり、それを可能とするために、保育者が身につけるべき感性について論考した。
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１　はじめに

　2017（平成29）年３月告示、2018（平成30）年４
月実施の幼稚園教育要領（文部科学省 2017、以後

「新要領」と表記）には、第２章の「ねらい及び内容」
に「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の５
領域が設定されている。この点については従前の要
領から大きな変更はない。
　領域「表現」の内容は、新要領の「表現」の「２
　内容」に記載された事項から、音楽表現、造形表現、

身体表現が含まれていることが明らかである。1989
年以前は、現在の「表現」とは異なり、「絵画製作」
と「音楽リズム」の２領域に分けて記され、表現のモー
ドに応じて細かく指導内容が示されていた。1989年
告示の幼稚園教育要領以降の領域「表現」は、絵
画製作と音楽リズムの単なる合併ということではな
く、表現技術の指導に偏重しがちな状況から、表現
することの意味や、表現主体（子ども）の内的な体
験を重視することへの方向転換であると考えられて
いる（eg. 石川，2013）。
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　領域「表現」が統合的に表記されるようになって
四半世紀余の時間が経過した。本研究では領域「表
現」へ統合されたことの是非に関する諸論について
は特に触れない。しかし、「表現」として目指し得る
共通の目的がある一方、表現モードの差異が本質的
なプロセスを大きく異なるものとしていることも事実
である。このことから、幼稚園教員など保育者の養
成にあっては、今でもなお、「音楽表現」「造形表現」
あるいは「身体表現」などのように別々の授業が充
てられている。これは、指導者の専門性から別個の
授業とされていると見なされることもあるが、それ
にとどまらず表現モードが異なることにより、「表現」
とそれに伴う「体験」には本質的な差異があり、同
時的に、あるいは混在させて指導することには限界
があることによると考えられるからであろう。
　本研究では、表現モードの違い、中でも表現にお
ける「身体性」を中心にその学習過程で生じる体験
および「子ども−子ども」間、あるいは「子ども−
保育者」間に生じるコミュニケーションの特性につ
いて論考することを通して、領域「表現」の指導あ
るいは「表現教育」のあり方や意義について検討し
たい。

２　芸術・表現の分類について

　「芸術」あるいは「表現」には、モードの異なる様々
な表現方法が含まれるが、とかく一括りに考えられ
やすい。しかし現実には、表現者（主体）の表現行
為や表現結果に対する関わり方は、それぞれ大きく
異なっている。
　古くから芸術を分類する試みは存在し、古代のア
リストテレス（Aristotle）や近代ではヘーゲル（Hegel, 
G.W.F.）による分類がよく知られている。これらの
分類は、それぞれの芸術の意味や価値を論じる側面
が強く、本研究の論点とは異なっているため詳述し
ない。
　我が国においては、竹内敏雄（1979）の分類が表
現モードの違いによる「空間性」と「時間性」とい
う大きなカテゴリーを示す分類となっている（表１

参照）。
　最近のものでは青山昌文（1997）の分類がある。
表現されたものの形態・様態に基づく分類である。

「非物質的―物質的」の軸と、「一時的―永続的」の
軸による４象限を仮定している。この分類に従うな
らば、音楽や身体表現は、非物質的であり一時的な
もの、造形表現は、物質的であり永続的なものであ
ると位置づけられる。
　本研究では、表現者（主体）の表現行為への関
わりに焦点を当てるため、まず、モードに基づいて
いる竹内（1979）の分類（表１参照）を出発点に考
えたい。
　竹内（1979）では、大きく分けて造形芸術を「空
間芸術（静止の芸術）」とし、音楽や舞踊などを「時
間芸術（運動の芸術）」としていることが読み取れる。
この分類は、おそらく表現者の表現行為よりも鑑賞
者の視座からの分類になっていると考えられる。以
下、その点を確認する。

　　　表１　竹内（1979）による芸術の分類
空間芸術

（静止の芸術）
時間芸術

（運動の芸術）

平面芸術 立体芸術 身体運動
の芸術 音芸術

本来的表
出芸術 舞踊

感情象徴
芸術 装飾 建築 音楽

模擬的象
徴芸術 ミミック

イ
コ
ン
記
号

的
芸
術

写的象形
芸術 絵画 彫刻

言語記号
的芸術 文芸

竹内敏雄（1979） 「美学総論」 ｐ.696より作成（原書は縦書き）

　表１の分類に従うならば、空間芸術は「造形芸術」
に相当すると考えられる。例えば、造形芸術の場合、
表現の結果はオブジェ（objet）として表わされるこ
とが基本であるといえる。「造形」という言葉が示
していることは、物質的形状を伴い空間の中に存在
する、一定の永続性をもつ対象物（オブジェ）をつ
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くりだす行為である。表現行為自体は、完成までの
一連の過程である。一部、創作・制作過程自体をパ
フォーマンスとして見せることも加味した表現も存
在するが、造形表現の場合は、表現結果として、そ
の表現者から時間的・空間的に切り離されても存在
し得るオブジェを必要とするといえる。つまり、竹
内（1979）のいう「空間芸術（静止の芸術）」とは（１）、
二次元ないし三次元の空間的広がりを持つ表現物が
提示され、その表現物には空間の中に一定の場所を
占める実体があることを示している。鑑賞者はその
表現物と向き合うことになる。したがって「空間芸術」
と分類される。鑑賞者の立場からは合理的な分類で
あると言える。しかし、表現者（主体）による表現
行為が行われる場所としての「空間」という概念が
使われているわけではない。
　一方で、音楽表現や身体表現の場合はどうであ
ろうか。音楽は、一定の時間経過の中で運動する
音響構造に接することであり、舞踊やミミックにお
いては、鑑賞者は演じ手の身体の動きを通して表
現を感じ取ることに他ならない。そのため「時間芸
術」に分類される。この点について異論はない。つ
まり、音楽や舞踊、ムーブメントなどの表現におい
ては、その表現がこの世界に存在し続ける限りにお
いて、同時的に表現者（主体）はその表現行為を続
けていることが必要であり、表現行為の終結は、表
現結果の消滅、すなわち存在しなくなることを意味
する。このように、音楽表現や身体表現の表現結果
は、オブジェを生成することなく、その表現者（主体）
から時間的・空間的に切り離された状態では、その
表現の本質的実体が存在することもない（２）。竹内

（1979）において、音楽や舞踊などの芸術が「時間
芸術」に分類されていることには一定の合理性があ
るといえる。
　しかし、表１に示されているように、舞踊やミミッ
ク（パントマイムや舞踏などはこれに該当すると考
えられる）が「身体運動の芸術」とされる一方で、
音楽や文芸は「音芸術」とされ、身体性を伴わない
ことになっている。はたして、これは妥当であろうか。

　音楽は、筋肉、声帯、肺など全身を使って奏でら
れるものである。音楽の演奏と、身体の使い方の鍛
錬は不可分であり、表現者（主体）によるその表現
への関与の仕方から考えるならば、音楽は疑う余地
なく身体性を伴っている。
　文芸は文字を介在させる場合もあるが、時間経過
の中で伝達される「言葉」に依拠するという点では、
時間芸術であり、かつ音芸術であるとの分類は一定
の説得力を持っている。しかし、文芸も言葉を発す
る身体の存在がなければ演劇などは排除され、純粋
に「文学」のみを指すことになってしまう。
　さらに、音楽、舞踊、ミミック、文芸などの表現
行為が行われる場所としての「空間」という概念は、
竹内（1979）の分類には見られない。これらの芸術
表現が存在するためには、時間と共に空間が必要に
なる。狭小な空間と広大な空間では、表現は同じに
なり得ない。このように、時間芸術といえども、そ
の表現は空間に依拠していることになる。
　以上各点の確認から、音楽、舞踊、ミミック、文
芸のいずれもが、程度の差はありながら、ある一時
に、その場所で、表現者自身により「表現されている」
ことが必要となる。言い換えれば、これらの芸術表
現は時間性、空間性、身体性を必然的に伴って存在
するということになる。
　前述の通り、竹内（1979）の芸術分類は、自らは
表現せず、専ら客観的に芸術的行為の結果として表
現されたものを享受する「鑑賞者」の視座からの分
類になっているということであろう。この分類で扱
われていないのは、その表現を誰が為すのか、つま
り表現者（主体）の存在を加味した視座である。こ
の分類は鑑賞者の視座からは合理的であっても、表
現者（主体）の表現行為を分類したものとしては十
分ではないと考えられる。そこで、表現者（主体）
がその表現にどのように関与しているのかという視
座から検討してみたい。

３　表現の共有方法の差異

　前節では芸術分類の再考として、表現者（主体）
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の視座から、従来「時間芸術」と呼ばれてきた芸術
表現に身体性・時間性・空間性が伴うことを明らか
にしてきた。本研究ではその中でも「身体性」に焦
点を当てる。なぜならば、広義にとらえた「身体」
を通した各種表現は、表現者（主体）の実存在を前
提とし、時間と空間の中にその表現を存在させる原
点となるからである。
　造形芸術においては、表現者（主体）が生みだ
した表現物、例えば絵画や彫塑などそれ自体は、生
み出された瞬間から客体として主体から離れていく。
鑑賞者は、その表現物に接してその中に、主体の意
図を感じるということになる（図１左参照）。
　一方、身体性を伴う芸術表現においては、表現者

（主体）が生み出す表現は主体の行為とともにある。
例えば音楽の演奏や舞踊は、その表現がその身体を
通して生み出されるため、主体と客体とに分離せず、
鑑賞者はその主体と向き合いその意図を感じ取るこ
とになる（図１右参照）。

図１　表現者と鑑賞者および表現の関係

　端的にいうならば、表現における身体性の違いに
よって、それぞれの「表現」は、「展覧会」という
形態で共有され得るのか、「演奏」・「上演」という
形態によって共有され得るのかという差異を生じさ
せる。つまり、表現の存在に身体性を必要とするか
否かという表現提示の仕方の違いは、表現者のみな
らず、表現者と鑑賞者とが、まさにその時間と同一
空間を共有することを前提とするか否かの差異とし
ても現れる。
　本研究において、表現者（主体）の表現への関与

という視座から論考を進めようとする理由は、いわ
ゆる純粋芸術における表現者（主体）と鑑賞者の役
割が、教育における表現では、異なっている面があ
るからである。
　教育における表現者は子どもであり、彼らは学習
者である。また表現者であると同時に鑑賞者でもあ
り、自分自身あるいは自分たちによって為された表
現を同時に吟味し、その過程で感性（sensitivity / 
sensibility）を培う。このいわゆる「感性」には美的
感覚や創造性も含まれ、それらを自らのものにして
ゆくプロセスに学習が成立する。
　純粋芸術と、教育における表現の大きく異なる点
は、表現の送り手と受け手という立場に二分するか、
しないかということである。従って、純粋芸術にお
ける洗練された技術的熟達者として選りすぐられた
芸術家（表現者）と、自らは表現せずに芸術家によっ
て為された表現に接する大多数の鑑賞者というモデ
ルを、幼児教育や公教育における子どもの表現指導
に援用することは適切ではないということになる。
　例えば、オルフ、C.（Orff, C.）の音楽教育の中心
概念の一つに“elemental Musik”（根源的音楽ある
いは原初的な音楽という訳語が当てられることが多
い）という言葉がある。オルフによれば、この概念
は、音楽の知識や技術の有無、優劣を問わず、誰
でも参加でき、楽しむことのできる音楽のことであ
り、その音楽に参加することを通して子どもは他の
子どもたちとともに育っていくとするアイディアであ
る（３）（Orff, C. 1976）。この概念で重要であることは、
すべての人が参加できる音楽であり、「演奏する人」
と「聴く人」という二分された立場は仮定されてい
ないということである。長い人類史の中ではむしろ、
すべての人が主体として音楽表現に関わるという有
様のほうが自然であり、より根源的（elemental）な
姿であろうと推定される。
　この観点に立ち、次節では、身体性を伴う表現活
動において子どもがともに主体として関わるときに
生じるコミュニケーションについて論考したい。
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４　表現におけるコミュニケーション

　人が何かを表現するということは、そこに主体の
意図や想念が投影されることになる。それは見る人、
聴く人に伝わり、受け手の解釈や心理的な変容をも
たらす。このときにある種のコミュニケーションが生
じているということができる。特に身体性を伴う表
現においては、表現者と鑑賞者が同一空間に存在し、
同じ表現を同時に享受することになる。前述のよう
に子どもの表現活動においては、表現者と鑑賞者を
固定的に二分しないとするならば、表現者同士（同
時に鑑賞者同士）が一つの表現に向き合うことにな
る（図２参照）。
　身体性を伴う表現の場合、継時的につむぎ出され
る一回性の表現に込められた意図や想念を、即時に
感受することが必要になる。特に子どもの表現活動
では、ある子どもの表現と、他の子どもの表現とが、
時に無意識的にも相互に影響し合うことが想定され
る。ここで働くのがフッサール（Husserl, E.G.A.）の
いう「間主観性（Intersubjektivität）」であろう。意
図や想念は一方から他方に向け単方向へ流れるので
はなく、相互に主観を持つ主体同士が相互の主観を
前提にその場の表現を構築する過程が、子どもの表
現活動において見ることができると考えられる。そ
の表現においては、「私」という閉じた感覚や表現に
限局されず、「私達」の感覚や表現が出現すること
となる（図２参照）。

図２　表現者の相互作用と間主観性

　寺澤洋子・星−柴玲子・柴山拓郎・大村英史・古
川聖・牧野昭二・岡ノ谷一夫（2013）は、従来の音

楽情動研究が「聴覚刺激としての音楽」「音の組織
と構造」への反応として「個人的に感じられる情動」
に主軸が置かれてきたことを指摘しつつ、一方で「身
体性と社会性の文脈は、動的な音楽情動コミュニ
ケーションを引き起こす」と主張し理論的モデルを
提案している。この研究では、音楽に内在する身体
性というよりも、身体的動作を伴った音楽活動によ
る音楽情動コミュニケーションの成立過程が中心に
論じられているが、「音楽が間主観的な場の媒体と
しての役割を果たしながら、その場の形成に深く関
与するといった要素を備えている」ことが徐々に明
らかになると予測している。これは音楽に限ったこ
とではなく、身体性を伴う表現活動に共通している
と考えられる。

５　領域「表現」とその指導

　これまでの論考もとに、もう一度、幼稚園教育要
領の領域「表現」に立ち戻る。
　「３　内容の取り扱い」には、「表現」の取扱いに
関する留意事項が示されている。その（１）として、「豊
かな感性は、身近な環境と十分に関わる中で、美し
いもの、優れたもの、心を動かす出来事などに出会い、
そこから得た感動を他の幼児や教師と共有し、様々
に表現することなどを通して養われるようにするこ
と。（後略）」や、（２）として、「（前略）、教師はそ
の様な表現を受容し、幼児自身の表現しようとする
意欲を受けとめて、（後略）」、（３）として、「他の幼
児の表現に触れられるよう配慮したりし、表現する
過程を大切にして自己表現を楽しめるように工夫す
ること」としている。
　これらの記述を見ると、新要領においても、領域「表
現」のねらいとして、表現の仕方の指導に力点を置
いているわけではないことがわかる。表現モードの
違いによる各手法の技術的習熟を目的とせず、どの
ような表現方法であっても、子どもの内に生じた欲
求、意図、想念などが何らかのルートを得て表出され、
その子どもなりの自由な表現や感受ができるように
工夫することが大切であるとされているものと考え
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られる。
　その際、子ども同士が意図的・無意図的にコミュ
ニケートするだけでなく、保育者もまたそこに一人
の表現者として介在することが必要であることが上
記の「３　内容の取り扱い」に示されているものと
考えられる。特に、身体性・時間性・空間性を伴う
表現活動においては、その表現の中に保育者自身が
入り込み、子どもたちとの間に間主観的関係ができ
あがることが必然となる。上記の取扱いを読む限り
において、保育者による「子どもがどう感じている
のか」という読み取りと、子どもたちによる「先生
はどう感じているのか（どうしてほしいと思っている
のか）」という読み取りにもとづき、表現したい・表
現させたい思いを持つ者の間の相互作用として、そ
の空間の中に、皆で一つの表現、つまり「私達の表現」
を作り上げることが求められていることになる。
　領域「表現」は、他の領域に比して、書かれてい
ることが概括的であり、読み方によっては漠然とし
たものと捉えられる可能性を否定できない。それだ
けに保育者には、表現を分断して部分的に捉えるの
ではなく、表現することの本質を深く理解すること
が求められているといえる。
　これまで見てきたとおり、「身体性」を中心として
見た場合には、表現の存在の仕方に明らかな違いが
ある。また、その表現活動が展開されるなかで生じ
得るコミュニケーションも、必然的に異なってくる。
一方で、保育者は、音やリズムだけでなく、色や形
に対しても、身体的感覚を伴うような「生きた感覚」
を実感できるように、自らの感性を高めておく必要
があるということである。その意味においても、各
種感覚を統覚するのは表現するものの「身体」とい
うことになると考えられる。

６　おわりに

　本研究では、表現の際に生じるコミュニケーショ
ンを、その表現の特性、特に「身体性」という概念
を中心に検討してきた。そのためコミュニケーショ
ンについて欠落している視座もある。例えば、音楽

演奏や演劇には元になる楽曲や台本があるが、それ
らにはもともと作曲者や原作者が創作したものであ
る。この場合、表現者＝作者ではなく、作者⇔演者
⇔鑑賞者という複合的なコミュニケーションの流れ
を仮定することができる。つまり、音楽や演劇の場
合は、演奏者や役者は、創作者ではなく、再構成者
ということになる。この点が基本的に表現者＝作者
となる造形芸術・造形表現と決定的に異なる点であ
る。今回、作曲者や原作者の存在を完全に考察から
外し、表現者と鑑賞者、あるいは、表現者同士（同
時に鑑賞者同士）の関係におけるコミュニケーショ
ンのみを論じてきた。今後の課題として、子どもの
発達段階を考慮した場合、音楽演奏や演劇において
も、作曲者や原作者の意図をどの程度、表現するこ
とが可能なのかなど、子どもの表現における複合的
コミュニケーションについても検討することが課題
として残されている。
　本研究では、「表現」を横断的に見つつも、特に「身
体性」を中心に据えた論考を試みた。そこから、表
現活動において生じるコミュニケーションのあり方
の一端に触れてきた。それは、特に「人前で表現す
ること」に苦手意識を持つ人が多く、表現の苦手さ
を訴える人の中に、一定の割合で、表現をしたこと
による傷つき体験を語る人が存在するという経験的
事実からの着想である。表現の本質はそれを通して
他者と心を通わせることであり、その技術の優劣を
競うものではないはずである。しかしながら、現実
にはしばしば自らの表現が他者と比較され、その価
値を否定されることもあろう。特に身体性を伴う表
現の場合は、表現者に逃げ場がないままに、その場
でその表現が否定されることもあり得る。これは表
現を行っている主体である本人が否定されているこ
とに等しい。幼稚園教員などの保育者に求められる
ことは、造形表現であっても、身体性を伴う表現で
あっても、その表現を守ること、表現できるような
環境を作ることであると考える。そのように考えると、
櫻林仁（1998）が音楽ライバリズムを捨て音楽ヒュー
マニズムに立つことを解いた「療法的音楽教育論」
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や、Rogers, N.（1993）が、クライエントの表現を
否定せずに、表現を守り、積極的に理解しようと対
象者の表現に向き合うことを重視した「表現アート
セラピー」の知見は、子どもの表現と向き合う保育
者に求められることにも通底するものがあると考え
られる。

注釈
（１）今日の美術作品の中には、造形でありながら動く作品

があり、これらを動的芸術“kinetic art”と呼ぶことがあ
る。このように、芸術の完全な分類は困難であり、何
を以て軸とするかは研究者によって異なっている。

（２）例えば作曲家は楽曲を創作し、それを楽譜に表すが、
楽譜自体はそれが「鳴り響いている」存在ではなく、
紙に記された記号である。文学や演劇におけるテキス
トと類似の存在と考えることとする。また、演奏や舞
踊等の録音・録画は、テクノロジーを用いた記録であり、
本研究では芸術の実体としては扱わないこととする。

（３）オルフ自身は、世界各地それぞれの母語の響きやその
リズム、民族音楽に基礎を置くことを重視しており、
普遍の法則やメソッドとしてではなく、あえて一つの
モデル（提案）としてSchulwerkをまとめていると考
えられる。
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