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創造のプロセスを捉えるための
美術的あるいは運動的アプローチ

中村

泰介・倉科
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に

現代の子どもたちが日々生きている生活環境は、さまざまな意味において決して安心できる環
境とはいえない。今や運動機会の減少からくる肥満の問題は痩身傾向の問題1）に、子どもの睡眠
問題に影響している社会の夜型化は 24 時間化に、フィジカルな感覚を奪うとされるサイバー社
2）、あるいは「身体の異変」
3）はさら
会やデジタルな思考がもたらす子どもたちの「身体の錯覚」

に深刻化している等、子どもたちを取り巻く社会の事情が子どもたちの「からだ」にダイレクト
4）へ加速し
に影響している。このような危機的な状況を知りながらも社会は、
「超スマート社会」

ていく方針をとった。大人たちは、未来を担う子どもたちに「何ができるか」を通り越し、
「何
をするべきか」、「何を残せるか」ということを真剣に考えなくてはならない、重大な岐路に立た
されている。今も昔も「子どもは基本的に変わらない」
（杉本、2013）のであれば、どのような
状況や時代であっても確実に保証していかなければならない、
「こと」や「もの」があるのでは
ないだろうか。
以上のような筆者（中村）の問題意識より、本稿は、平成 27 年度学内共同研究の助成を受け
実施した「創造のプロセスを捉えるための美術的あるいは運動的アプローチ」研究（代表者：倉
科（保育内容 5 領域の「表現」担当）、共同研究者：中村（保育内容 5 領域「健康」担当）、にお
いて、運動的アプローチの観点より考察したものであり、以下の 3 つの内容で構成されている。
Ⅰ

運動的アプローチから「創造」のプロセスを捉えるための文献及びフィールド調査、Ⅱ

ィスカッションによる美術分野との「分野的差異」によって得られた視点、Ⅲ

デ

これからの時代

における身体の在り方や身体の必要性についての展望、である。

Ⅰ

運動的視点からの「創造」のプロセス

運動やスポーツ活動あるいは体育の学習の場においても、
「創造」は自己の身体及び身体動作
をつくるというという意味において考えることができるであろう。一般的な運動（Exercise や
Athletics 等）は、自己の「からだ」を、理想とされる、①「健康」、②筋肉隆々のボディ、痩身
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のボディ、③機能回復（リハビリテーション）等をイメージして実践される。スポーツ活動でい
えば、①記録（競争）
、②技術、③体格の基準（痩せる、太る等）が日々の実践のなかでつくら
れていく。体育では、①学習成果、②技術、③日常を支える身体動作の獲得等である。しかしこ
れらは、各時代あるいは各文化の身体理解のなかで変容していく。以上を前提として、運動的視
点から「創造」のプロセスについて考える。

ⅰ

フィールド調査から考える「創造」について
運動的視点から「創造」のプロセスを捉えるために、本研究では「武道（相撲）
」の実践現場

でのフィールド調査を実施した。

日程

平成 28 年 2 月末〜3 月上旬（朝稽古）、平成 28 年 3 月 16 日（大阪場所）

場所

大阪府・大阪市・堺市にある巡業中相撲部屋
エディオンアリーナ大阪（大阪場所）

目的

①「創造する（何かをつくる）」行為を明らかにする
②そのプロセスについて明らかにする

調査は「エスノグラフィ」の手法で行い、実践現場で起こっている現象をモデル化することを
目指した。分析の手順は次の通りである。倉科と吟味した調査の目的（上の①、②にあたる）を
もとにフィールドで反復する現象を蓄積しそのパターンを概念レベルで把握するためにカテゴリ
ー化する。各カテゴリーを体系的に関連づけ現象の構造とプロセスを記述していく（モデル
化）。モデル化したあとに各々の動作や本研究の「創造」について倉科と検討する。最終的には、
各々の専門領域より、創造のプロセスを再検討し、資料を得る。以上の作業を行った。
相撲部屋及び本場所の調査では、「力士にとって「創造」のプロセスとは何か」、という点で調
査を実施した。
（本共同研究の助成を受ける前から大阪場所での調査を 2014 年より実施してい
る）。ある力士が幕下から十両へ昇進した際、1 年ぶりにみる体格は大型化し、それは単に大き
くなっているだけでなく、付随的に「技の洗練性（立ち合い、まわしの取り方、相手の軸（重
心）を捉えた駆け引き等）」、取り組みに至るまでの様々な「所作（顔つき、しこふみ、視線の置
き方等）」など、昇進前に比べると「違い」が確認できた（主観的な知見も含まれている）。この
「違い」を検討することにより、①「創造する（何かをつくる）」行為と、②そのプロセス、を捉
える手がかりが得られると考える。量的なデータをベースにするならば、体重や筋肉量の測定等
によって計ることは可能であるが、本研究では質的データ（強調すれば主観的データ）を主にし
て考察をすすめることを調査研究のスタイルとしており、個人の主観的に捉えた写真（著作権の
問題で本稿には未掲載）や、自由に記述を行った調査者のフィールドノーツに基づき検討する。
力士の

からだ

「創造」
の変化（増大）は、NHK のテレビ中継5）で常時語られているように、

の一つであると認めてもよいと考える。それは、からだつきから看取される風体（ふうてい）
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や、本場所（大阪場所）の取り組みのなかから感じられる「気」など、生理学的な根拠のないも
のでもある。その他にも、意識による身体操作（考えてから身体を動かす）ではなく、稽古で錬
磨された経験から「身体が勝手に動く」6）状態への昇華が、力士の「創造」の一つと考えられる。
しかし、日頃の稽古で積み上げてきた技が重要な本番で発揮されないという場面も、多く見受け
られる。それはある意味で、稽古は「日常」
、本番は「非日常」といえ、この乖離を如何にして
擦り合わせていくのか、あるいは埋めていくのかが、
「創造」のプロセスに不可欠な作業である
といえる。そして、身体のパフォーマンスを調整する作業の役割を担うのが「型」に他ならな
い。

ⅱ 「創造」のプロセスをつくりだす「型」の意味
武道あるいは、その前身であった武術において「型（形）」という概念は、「行」を基調とする
東洋的な修行において身を修めていくための一つの道しるべといえる（オリエンテート）。また、
武道や或いは華道、茶道などの芸道的世界においても、
「型（形）」は「何か」を形成していく
（「創造」していく）プロセスの根拠となる身体感覚の極めて重要な拠り所である。まずは、
「型
（形）」という教えによって身のこなしを習得し、次にその習得した「型（形）」によって応用す
る動きを学ぶ。恐らく、この段階が、本研究の捉える「創造」のプロセスの時であり、自らのア
イディアがうまれてくるものと考える。そして、さらに稽古を重ねていくと「型（形）」は自由
に環境世界の中で身体動作を遂行できる、先述した相撲で言う「身体が勝手に動く」状態になっ
ていく。つまり、「型（形）」の習得こそが身体動作を「創造」する本質の一つであると言えるの
ではないだろうか。このようにみると、
「創造」というプロセスは、身体動作を発揮していく、
という方向ではなく、身体動作を抑制していく、というものが「型（形）
」の本質の一つである
と言えるのではないだろうか。
このように考えると、「創造」というプロセスは、自分の身体動作をしっかりと整えていくプ
ロセスと言い換えることもでき、本稿で「型（形）」について考察してきた、特殊な身体操作の
場面に限定することなく、我々の日常のなかの所作についても、「型（形）」のような役割をみつ
けることができるのではないか。
「正座やお辞儀に見られように、日本人の生活には、日常から
心技体の一致を育む大切な習慣が随所に込められていました」7）。さらにこの引用を発展させる
と、自己と他者の関係性のなかで、より的確な自己のポジション（間合いやパーソナルスペース
等）がとれたり、発話のタイミングや内容、そして緊迫する場面におけるこころの持ち方等、日
常のなかで、実は自己ないし自己の身体性を下支えしているものが「型（形）」と言えるのでは
ないだろうか。しかし昨今、人間の行動を支える「型（形）」が喪失してきているという（宇城、
2005）。本研究においても「礼儀作法」に関する議論8）を行い、学生が「礼（法）」を習得できる
ようなプログラムを検討している。
（力士の観点からは）運動的な「創造」のプロセスとは、自己の運動する身体（主体）をつく
りあげることであると言え、またその作業で重要なことは、どのような場面においても自己の行
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動を節度をもってできるか、という点で あ る。その行動の節度を調整しているものが「型
（形）」であり、それが力士の①創造する行為、そして、②そのプロセスを下支えしているもので
ある。体育やスポーツの実技の実践に限らず、場面にふさわしい自己の振る舞いを決定したり、
相手に敬意をもって接する「礼（法）」の習得や、「型（形）」を実際の動きとして行うことによ
り、身体動作を「創造」していく作業は、これからの時代にはますます求められてくるのではな
いかと考える。

Ⅱ 「分野的差異」からみえてきた「美術」と「運動」の接合点は

同じ主体（身体）でありながら、
「美術」或いは「運動」と、特化した活動では、日常では体
感できない自己の身体感覚を覚えることがある。造形的な行為と運動的な行為の両者から、
「創
造」する身体動作をみた際、「全く異なる感覚」と、「共有できる感覚」というように、異なる視
点を見つけることができるかもしれない。ここでは「観る」という視覚、
「触る」という触覚、
「聴く」という聴覚から、研究の中で行った倉科との議論をもとに検討する。

ⅰ

アフォーダンス知覚から考える
アフォーダンス9）とは、環境世界、または物質から主体が能動的に働くときに送られる情報

（価値）である。このアフォーダンスに基づき我々の動作を考えると、素材によって知覚（感じ
方）の仕方は異なっており、その仕方は行為に直接結びついている。例えば、一本の縄は、美術
的知覚では、何かの作品となる実現可能性（effectivity）をもち、運動的知覚では、縄遊び（跳
び）の道具としての実現可能性の情報（動作の方向を誘導する）となる。このように、個々の状
態の違いにより、
「もの」あるいは「こと」から提供され
る情報は異なってくるのである。さらにアフォーダンス知
覚を運動的視点で考えると、自己の行為の結果を予測し
（「もの」からくる情報）
、知覚そして行為する、といった
一連の動作過程をシンプルに描写できる（佐々木、2015・
三嶋、2000）。

実際の体育実技の場面でアフォーダンス知覚を考える
と、学生たちは、環境や用具から得る情報を基に自己の身
体を操作していることがシンプルに理解できる。図 1 は、
線上鬼ごっこの線から線までを跳躍によって鬼から逃げて
いる場面であるが、向側の線までの距離は約 2 メートルあ
る。跳ぶことが動作の実現可能性としてある学生には、跳
んで逃げる動作をアフォード（提供）するが、跳ぶことが
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図1

線 上 鬼 ご っ こ に お け る「線」
の配置からくる行動の実現可
能性

できない学生には逃げる方向性としての情報とはならない。つまり、環境や用具をみた際に得る
情報は、自己の状態によってそれぞれに異なる情報となり、動作を誘導するものである。
このように、アフォーダンス知覚から運動（遊び）を考えると、子どもたちを取り巻く環境や
世界、そして遊具の発する情報は、常に子どもと運動の間にあって、子どもたちの動作を形づく
るものであると言える。そして指導者、あるいは教師、保育士（以後「指導者」とする）には、
子ども（実践者）が運動（遊び）と「同化」するように、状況に応じて環境や情報を「調整」す
ることが求められている。こういった有意義な視点をアフォーダンスは与えてくれるものと言え
るのではないだろうか。

ⅱ

五感を横断し表現する
例えば、運動に関して視覚情報は主要な感覚であり、美術に関しても同様であると考える。そ

して、日常生活においても視覚情報は主要な感覚である。われわれは、その視覚から得た情報は
全く疑うこともなく、「事実である」という認識のもとに、活動や行動を遂行している。しかし
本研究では、視覚情報を根拠に事実と考えられていることを「一度疑ってみる」という視点に立
ち、検討した。倉科は、眼球の見え方は本来、日常的に見えているバランスの取れた画像ではな
い、と指摘する10）。本来、球体に映るビジョンはまるみを帯びており、そのまるみを見やすく、
11）しているのである。さらに倉科との議論の中から、
つまりバランスをとるために「脳が翻訳」

「盲の人の知覚」について検討を行った。先述したように、われわれは普段、視覚情報で判断す
るのが当然であると考えているが、その情報が全く失われたら何を動作の根拠とするのであろう
か。例えば、パラリンピックのブラインド・サッカーでは、ボールを足に「吸いつけておく」と
いう感覚が重要になるという（伊藤、2016）。
そしてさらに上のレベルにいけば（例として、ブラジル人のリカルド・アウべス選手）
、足の
感 覚 も 不 必 要 な 次 元、す な わ ち「視 覚」と「触 覚」の 情 報 が い ら な く な る と い う（同 書、
2016）。その他、普段の知覚や行動を支えている部分を失い、リハビリや過酷なトレーニングを
積んでいくと、全く新しい能力を身につけることができるという（同書、2016）。
以上を本研究で検討したことと重ね合わせると、主要な感覚を頼りにせず、例えば触覚による
知覚を主要な感覚としてトレーニングを積むことで、例えば、手による触覚情報が動作の起点と
なり身体動作を誘導するような、新たな合理性がうまれ、音楽は聴覚だけでなく、触覚（音波に
よる風を感じる）で知覚することで新たな感覚世界が広がっていく。何かを創造する際、アプロ
ーチする五感の出発点を変更することにより、違った身体動作が創造されることになる。

ⅲ

デジタルな思考とアナログな思考
最近、デジタルな思考が支配する世界や環境が増えてきている。子どもの遊びの大きな変更と

して、デジタル機器の普及がまず挙げられるであろう。そして近年、スポーツの判定をめぐる場
面においても、人間の審判が撮影されたデジタルな映像を基に確認作業を行ったり、さらには、
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「イン」か「アウト」かの判定で人間の視
覚能力では到底知覚できない速さや、ボー
ルと地面の接触場面を機械が認識し判定す
るシステムが導入されて（テニス）
、人間
の審判より機械による判定の方が権限を持
つようになってきている。このようなデジ
タルな思考、つまり機械的（科学的）判断
が優位性をもつような社会的な傾向は否め
ない。

図2

行為とパーソナリティのコミュニケーション回路
（亀山、2000）図をもとに筆者作成

亀山は人間の創造性について、上記で述べたデジタルな思考と、その対概念であるアナログの
思考について（「〜思考」とは筆者の表現で、亀山は「知」を使用している）「創造的行為はこれ
12）と述べているが、亀山がいうデジタルな知と
ら二つの知の総合の上にのみ成り立つのである」

は、言語的＝合理的な知の形態であり、印刷術の発明とともに飛躍的に増大した抽象的な知であ
るという。一方で、「アナログの知」とは、図形的な知であり、すなわち情報それ自体がその情
報によって伝えられるものを体現しているという。
倉科との共同研究においても、デジタル、アナログの話題に関連して、デッサンについての議
論を行った。描いた図だけを見るのでなく、描いた「もの」と「もの」との関係性や、空間にお
けるバランス、背後等を「観る」眼を養うこと、すなわち、
「地」を観る力が、デッサンには必
要だという13）。そして、その力は、アナログな思考とリンクしてくるのではないだろうか。
運動的視点からは、空間を認知する際には、視覚にある情報だけに限定するのではなく、
「い
ま・ここ」を起点に、視覚に「これまでにあった」情報、
「これからくる」情報という関係性の
なかで空間を認知していく、これから起こる出来事を「予兆（知）」、「予測」するスキルとして
考えることも可能であると考える。最近の力士は、自己の取り組みが終わった直後にデジタルな
データで、自己の取り組みをすぐ確認できる。しかしそのデジタルな情報も、
「過去」、「現在」
、
「未来」の「経験」をつなぐアナログな「知」が欠けていたら、つまり、「過去」の自己の身体動
作の軌跡を「わかり」、そしてそれを、「現在」、「未来」の自己の身体動作につなげていく作業が
できなければ、「創造」のプロセスは成り立たないのである。

Ⅲ

ⅰ

これからの時代における身体の在り方や身体の必要性についての展望

身体の智恵を考える
我々は、意識より一歩前で働く「身体の智恵（身体知）
」を日常の中で獲得し、そしてあらゆ

る場面で活用している。

智恵は、いま・ここというその現場のただ中において、言うべきこと、為すべきことを見
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極める判断を可能にする。それぞれの状況や場面において、これまで起きたこと、これから
起こるであろうこと、すなわち過去と未来をつないで、いま・ここでの振る舞いを決定して
いく行為能力と言い換えることもできる

14）
（鈴木晶子）

鈴木の言う、「いま・ここでの振る舞いを決定していく行為能力」は、運動的に言えば、まさ
に力士の「身体が勝手に動く」状態を可能にしている「身体知」と言い換えることもでき、置か
れた状況の中で、判断あるいは決断につながっていく「知」である。それは意識化される前、或
いは意識化が繰り返された先にある、得られた情報に応じた行為や行動が身体全身を通じて知覚
されることであると言ってもよいのではないか。また、このような身体の知恵は、
「直感」、
「勘」、「暗黙知」等の概念として研究の対象とされている。しかし、ここでいう身体の知恵とは、
トップアスリートや達人わざにみられる身体のわざ（身体知）だけを指しているのではない。
我々は日常生活の中で、自覚的か無自覚的かということにかかわらず、身体の知恵を自らの身体
を通じて獲得している。慣れない車の車幅も運転を繰り返すうちに自らの身体の延長として感じ
ることができたり、「快」や「不快」に応じて、即座に様々な身体操作を選択することもできる。
このように、身体の知恵は自己の経験において遭遇する状況の多様性や多相性を把握して選びだ
すはたらきをしている（鈴木、2013）。しかし、機械化が進むなかで身体作業が大幅に減少し、
身体の知恵が必要とされない場面が想定される。さらには人手が不必要となる状況、つまりは身
体さえも必要とされない状況が想定されるのではないか。このような中で、身体の知恵や、身体
の必要性をどのように考えていけばよいのであろうか。

ⅱ

超スマート社会における「身体観」
昨今、「創造」すること、すなわち「何かをつくる」作業において、合理性や利便性が最優先

されることが多い傾向にある。
「簡単に」
、「手っ取り早く」
、「誰でも応用可能」など、我々人間
の作業は短縮化或いは簡略化されてきている。そしてまた、人間の仕事を機械が取ってかわるよ
うな社会のシステムが次第に広がりつつある。高速道路料金所の ETC 化、無人での車や電車の
走行等、今の子どもたちが将来働くころには、現在ある仕事の多くがなくなっている可能性もあ
ると指摘されている15）。そしてさらに驚かされることは、AI（人工知能）が、我々の「創造」
の領域にまで踏み込んできたことである。作曲や小説を人工知能が手掛ける。さらには感情をど
のように組み込むかといったレベルにまで、AI は人間に接近しているのである。恐らく、AI の
開発は今後ますます加速し、われわれ人間とのバランスが問題視されることが予想される。介護
や医療、さらには料理を手掛けるロボットが人材不足を解決する、といった展望もすでにある。
これまで、アニメなどで我々が抱いてきたロボットへの「憧れ」や「夢（想像）
」は、まさに現
実になろうとしている。
人との接触を不必要とする高度な情報化社会や、AI によって様々な作業が行われるサイバー
社会が進展するなかで、人間性の問題はどのように考えられるのだろうか。さらには、身体観や

― １８１ ―

身体性、そして「生命」の問題をどのように考えていけばよいのであろうか。冒頭でも述べたよ
うに、「子どもは基本的にはかわらない」、ということが時代を問わず変わらないのであれば、子
どもを取り巻く社会や大人がどのように変わるかによって、子どもの未来が決まってくると読み
変えることも許されるであろう。これから突入する「超スマート社会」のなかで、子どもたち
に、サイバーとは異なった、現実に感じる「生の経験」、「生きた経験」をどのように保証できる
かが、これまでの人間本来の「身体観」を理解するうえで重要である。
「生」な「もの」や「こ
と」から受け取るメッセージや、「ひと」が発するアフォーダンス（あたたかさ・ぬくもり）を、
自らの「からだ」をもって受け取ることができるか。これはメールの送受信のようなことではな
い、自己の経験と経験をつないでいく、自己の身体への理解、アクセスである。
地震や自然災害の情報はリアルタイムでやってくる。しかし、その災害の渦中に突然投げ込ま
れた際には、自己の判断（能力）で生きのびる（生存）すべを見出すしかない。リアルタイムの
情報が「生かされる」か否か。それは本人がもっている身体活動、動作の可能性に委ねられてい
る。子どもの運動（遊び）をみるとき、その「創造」のプロセスに、災害の時に「動けるから
だ」か、という問いやイメージが、これからの、とりわけ子どもたちの身体を考えるうえで重要
な視点になるのではないだろうか。

おわりに・今後の課題

本研究プロジェクトの根幹は、「創造」のプロセスに対して、「主観的に知っていく」ことを重
要視して、フィールド調査や、共同研究者の倉科とのディスカッション等を実施したものであ
り、本稿は、共同研究の報告及びその成果の一部の報告である。そのスタンスは、捉えようとす
る事象に対して、距離を置いて分析する科学的手法ではなく、対象とする「ひと」、「もの」、「こ
と」と同じ地平に立ち、その場を共有しながら知ることを通して分析していく作業である。それ
は、「自己を成り立たせている土台自体をも問うていくこと」（鈴木、2013）とも言えるのではな
いだろうか。本稿は、現代の子どもたちがさらされている危機的な状況から、子どもたちの健康
な身体を取り戻す土台となる考えの一部を打ち出せたものだと考える。しかし、その具体的な内
容や方法などには至っておらず、課題を残したところである。
今後は、本研究の成果を具体的な実技のプログラムとして検討していきたい。加えて、
「造
形」、「運動」の分野を横断するような実技の内容も考えていく予定である。
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