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1．はじめに 
 
 ACOPは、「みる・考える・話す・聞く」の4つを基本とした鑑賞教育のプログラムである。このプ
ログラムは、拠って立つ視座により、様々な側面を持っている。 
 第一に、京都造形芸術大学芸術表現・アートプロデュース学科ASPコースの1回生の必修授業とし
ての側面である。ASPコースでは、美術の歴史や理論の基本的な知識を修得した上で、現代美術を含
む美術全般に対する批評眼、鑑賞法を養い、その力を駆使して優れたアーティストを発見・発掘し、

世界に向けて知らせるスキルを身につけることを目標としている2。ASPコースを卒業した学生は、美
術科の教員や美術館の学芸員、あるいはアート系の専門職として、アートを多くの人に開いていく活

動を担う人材になることを期待されているといえる。 
 第二に、ACOPは、より開かれた美術館のあり方、鑑賞者のニーズに合わせた美術館のあり方を探
るひとつの方法論として開発されてきた手法であるという一面も持っている。それは、認知心理学者

のアビゲイル・ハウゼンと、ニューヨーク近代美術館教育部長であったフィリップ・ヤノウィンによ

って開発されたVTS（Visual Thinking Strategies）を批判的に継承しているというところからも見
て取れる。ACOPではこれまでにも、全国の美術館調査や他大学との共同研究、様々な教育機関での
講演を積極的に行ってきている。 
 本稿は、この二つの視座に基づき、対話型鑑賞のミュージアムにおける位置づけを明らかにした後、

対話型鑑賞を担うナビゲイターの役割について、ナビゲイションの定性的分析から明らかにすること

を試みる。 
 
2．対話型鑑賞とミュージアムの学習環境デザイン 
2.1．もの・ひと・ば・働きかけ／フォーラムとしてのミュージアム 
 
 ICOM：国際博物館会議の定義によればミュージアムとは、「社会とその発展に貢献し、研究・教
育・楽しみの目的で人間とその環境に関する物質資料を取得、保存、研究、伝達、展示する公共の非

営利常設機関（第2条）」である。つまり、ミュージアムとはもともと、美術館・科学館・歴史博物
館・動物園・水族館までを含む包括概念であるといえる。以下、本稿では、美術館に限らず、領域の

違いを含み込んだ言葉として、カタカナ語の「ミュージアム」を用いることにする。 
 では、ミュージアムとはどのような場であるといえるだろうか。博物館学の草創期を担った研究者

の一人である鶴田総一郎は、ミュージアムについて、「もの」「ひと」「ば」という基本要素と、「収

集」「整理保管」「研究」「教育普及」という基本機能からなる機関であるという定義を与えている

（鶴田,1956）。40年後の博物館学の教科書（矢島・倉田, 1997）でも、ミュージアムの構成要素とし
て、「モノ」、その調査研究と展示・教育を担う「ヒト」、施設としての「バ」という要素が挙げら

                                                           
1 東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。専門は学習論、メディア論。一般企業に勤務する傍ら、美術館で
対話型鑑賞のイベントを実施するなど、日常生活のなかに息づくミュージアムのあり方について模索している。

博物館学を学ぶ若手研究者の自主的な研究会 Museum+（http://museum-plus.org/）メンバー。 
2 http://creativewriting.jp/asp.html （2011年 3月 21日閲覧） 
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れており、博物館学の教科書は、いまだに鶴田博物館学の影響範囲内にあるといえる。しかし実は、

鶴田の元の論をよく読むと、彼が強調したかったのは「もの」「ひと」「ば」というよりも、「もの」

を介して「ひと」に「働きかける」ということにあったのではないかと思える。少し長いが、以下に

引用する。 
 

［…］博物館学は心理学を片翼とする教育学の未開拓の一分野として存在し、したがってこれ

から研究されねばならぬ教育学の特殊な方法として、博物館学的方法が厳存するといえる。そ

してこの方法の特殊性は、博物館資料という［もの］を媒介とし、［それをおく場所］（施設

と土地）を利用して、人間に［働きかける］（教育普及）というところにある。前提条件は［も

の］である。この［もの］は、教育・学術・文化等に関するあらゆる既成科学 の方法によっ
て取り扱われるであろう。しかしこうして整理保存された［もの］は、物そのものであって、

正確な意味で博物館資料とはいえない。これが公開されて人間に正しく利用されてはじめて意

義があるのである。この一般科学資料は人に結びつくために再構成されなければならない。こ

の場合［もの］そのものはかわるわけでも何でもない。結局受け入れる［人］の側から見た再

編成となる訳である。この意味で物と人との結びつきを常に研究する科学的方法、すなわち博

物館学的方法といっても過言ではない。 
 
 また、1960年代～70年代に活躍したカナダのミュージアム研究者ダンカン・キャメロンは、「フォ
ーラムとしてのミュージアム」という概念を提示した。彼は当時世界を席巻していたマーシャル・マ

クルーハンのメディア論の影響を受け、ミュージアムを「ホンモノ（real things）」というメディア
を中心に据えたコミュニケーションシステムとして捉えた。彼は「The Museum: A Temple or the 
Forum（ミュージアムは神殿かフォーラムか？）」という1971年の論文で、「神殿としてのミュージ
アム」と、「フォーラムとしてのミュージアム」を対置している。 
 「神殿としてのミュージアム」は、専門家やお金持ちによって私有されているモノやその裏側にあ

る「価値観」を人々がありがたく拝見するために存在する、ある種の信仰の場である。たとえば大英

博物館やルーブル美術館は、貴族や資本家によって私有されているモノを一般市民に公開すること（文

化的機会の平等）を意図して作られた最初期のミュージアムである。 
 それに対して「フォーラムとしてのミュージアム」は、人々が集い、モノの価値の生成と解体のプ

ロセスを共有する場である。フォーラムにおいて議論の対象となるのは、神殿としてのミュージアム

にあるような価値の定まった“お宝”ではなく、それまでミュージアムにふさわしくないと思われてい
たモノも含んでおり、最近で言えば「マンガ」や「アニメ」など、文化的価値の定まっていないモノ

も議論の対象となりうる。フォーラムとしてのミュージアムでは、 メディアとしてのモノを中心に
人々が集い、議論を行うことで、モノについての共通理解を作り上げていくのである。 
 
2.2．ミュージアムの学習環境デザイン 
 
 心理学において、他者との相互依存の関係性の中で、コミュニケーションによって共有化されたも

のを知と考える社会構成主義の立場では、Lave & Wenger（1991=1993）以来、学習を「共同体への
参加」として捉える考え方が広く普及してきている。学習とは、知識を頭の中に詰め込むことではな

く、共同体が行っている活動に主体的に参加していき、だんだんと中心的な参加者へと変わっていく

ことであると考えられている。 
 教育工学の領域では、学習を共同体の参加として捉えた上で、人が学ぶ様々な場において、実践研

究として学習環境をデザインする営みが行われはじめている。中原（2006）によれば、学習環境デザ
インとは、「学習者の視点に立ち、学習を成立させる空間・ツール・活動・共同体といった構成要素

について、それぞれの学習者にふさわしい形にデザインしていくこと」であるという。 
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 さきほど述べたとおり、鶴田（1956）は博物館学を「教育学の未開拓の一分野」であるとした。博
物館は［もの］と［それをおく場所］を駆使して［人］に［働きかける］ところなのだ。ここで［も

の］を【ツール】に、［それをおく場所］を【空間】に、［人］を来館者と博物館職員を含む【共同

体】に、そして［働きかけ］を【活動】に言い換えると、まさに博物館学とは学習環境デザインの一

分野にほかならないのではないか。 
 

表1：学習環境デザインと『博物館学総論』の要素の対応 
学習環境デザイン 博物館学総論 

ツール もの 
空間 それを置く場所 
共同体 人 
活動 働きかけ 

 
 ここで特筆すべき点は、ミュージアムにおいて重要なのは［もの］であると思われがちだが、鶴田

は（［もの］が前提条件であるとしつつ）［働きかける］こと＝【活動】に博物館の特殊性を見いだ

しているという点だ。動いていない博物館は、ただの倉庫である。ミュージアムには、対話型鑑賞や

ワークショップなどの【活動】が中心になければならない。美馬・山内（2005）は【活動】を、学習
環境デザインの中でも学習に直結する核になる概念であるとしている。 
 Cameron (1971) が重視したのは、人々が集い、モノについての共通理解を作り上げていく場とし
てのミュージアムであった。ミュージアムは、社会の要請にもとづき、モノの価値を発見する、ある

いは作り上げる／組み換える場なのである。この考え方は、アートを作品と鑑賞者との間に立ち上が

るコミュニケーションとして捉え、複数の鑑賞者で対話しながら作品の意味を協調的に構築していく

ACOPの考え方にも通じる。 
 ミュージアムは学習環境であり、そこでは【活動】の意義がますます重視されるようになってきて

いる。対話型鑑賞は、ものを中心に人が集い、様々な視点からそれを価値づけていくフォーラムとし

てミュージアムが機能していくためのひとつの重要な【活動】であるということができるだろう。 
 
2.3．学習環境デザイナーとしてのナビゲイター 
 
 ミュージアムにおける対話型鑑賞の意義について、学習環境デザインという視点から考えてきた。

もうひとつ、ACOPは、対話型鑑賞を担うナビゲイターの育成プログラムであるという側面も持って
いる。学習環境としてのミュージアムにおいて、ナビゲイターはどのような役割を果たすのだろうか。 
 対話型鑑賞において、ナビゲイターはきわめて重要な役割を果たしている。ACOPが「鑑賞者研究
プロジェクト」から少しずつナビゲイター自身の成長に軸足を移してきたことは、ナビゲイターが鑑

賞に重要な役割を果たしており、そこに高度な専門性を見出しているからにほかならないだろう。 
 対話型鑑賞のナビゲイターは、ワークショップのファシリテーターと似たところが多い。佐伯

（2010）によれば、「アンラーニング」という視点からワークショップの学びについて記述すること
を試みているという。アンラーニングは「学びほぐし」と訳され、人がこれまで学んできた／経験し

てきたことを一度棄却し、その人自身にとってしっくりくるように理解しなおすことを意味している。

美学・美術史的な前提を排して、目の前の作品をみながら鑑賞者同士の共通理解を作り出していく対

話型鑑賞のプロセスは、まさに「学びほぐし」のプロセスである。ナビゲイター／ファシリテーター

はワークショップの参加者のアンラーニングを、文字通り「促進する」者としてその場にいる。 
 美馬（2010）は、学習環境デザインの要素として、新たに「学習環境デザイナー」という存在を提
唱している。学習環境デザイナーは、学習環境デザインを持続的なものにしていくための、5つめの
要素である。美馬によると、学習環境デザイナーは、「周囲を巻き込み、活動を生き生きとさせ続け、

新参者を助け、歴史を織り込み、新たな活動を生み出していく」存在として定義される。 
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 ミュージアムが学習環境であるとしたとき、そこがただのハコモノになってしまわないように、そ

の活動をデザインし、展開していく役割を担うのは、学習環境デザイナーである。アート作品を鑑賞

者にとって身近なものにしていくナビゲイター、つまり、ACOPで養成しようと考えられている人材
とは、ミュージアムにおいて言えば、学習環境デザイナーのことなのではないか。そしてそれは、キ

ュレイターのような美術（コンテンツ）の専門家とはまた異なる、学習とコミュニケーションについ

ての高度な専門性が必要とされているのではないだろうか。 
 
3．ナビゲイターは何を担うのか：ナビゲイションの定性的分析 
 
 ここまで、ミュージアムは学習環境であり、モノを中心に人が集い、対話によってモノの価値を組

み換えていく「フォーラムとしてのミュージアム」（Cameron, 1971）として機能するために、対話
型鑑賞をはじめとする【活動】が重要になってきていること、そして、それを担う学習環境デザイナ

ーとして、ナビゲイターが重要な存在として位置づけられることを述べてきた。 
 では、具体的に、ナビゲイターの専門性とは何なのだろうか。2010年度のACOP鑑賞会の質的分析
をもとに、その一端を明らかにすることを試みる。 
 
3.1．分析方法 
 
 青山（2010）はACOPの対話型鑑賞セッションと学生へのインタビューを質的に分析し、ナビゲイ
ターの成長について記述することを試みている。本稿でも、ACOP鑑賞会のセッションを主な分析対
象とする。インタビューのかわりに、学生の期末レポートの内容を分析の補足として用いる。 
 分析の対象とするのは、2010年12月5日の午前と午後に行われた8つのセッションである。この日の
セッションを選んだ理由は、4名のナビゲイターが同じ日の午前と午後に2回ずつ、同じ作品で異なる
鑑賞者に対してセッションを行うという日であったためである。録画されたビデオからナビゲイター

と鑑賞者の発話をセッションごとにすべて書き起こし、発話のユニットに区切った上でコーディング

を行い、分析を行うことにした。これ以降は、以下のナビゲイション番号を用いる。 
 

表2：セッションの概要と発話ユニット数 
ナビゲイション番号 ナビゲイター 作家名・作品名 ユニット数 

A-1 Aさん 奈良美智《The Little Judge》 97 
A-2 Aさん 奈良美智《The Little Judge》 79 
B-1 Bさん 熊谷守一《陽の死んだ日》 60 
B-2 Bさん 熊谷守一《陽の死んだ日》 61 
C-1 Cさん 尾形光琳《紅白梅図屏風》 77 
C-2 Cさん 尾形光琳《紅白梅図屏風》 71 
D-1 Dさん クリムト《接吻》 100 
D-2 Dさん クリムト《接吻》 74 

 
A B C D 
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ACOPでナビゲイターが行うのは、「受け答え／コメント」「言い換え／パラフレイズ」「結びつ
け／コネクト」「情報提供／インフォメーション」「まとめ／サマライズ」であるという3。それに「問

いかけ／クエスチョン」を加え、それぞれについてコーディングを行うため、操作的定義を行ってお

く。なお、発話例は筆者が作成したもので、実際のセッションの中で見られた発話ではない。 
 

表3：発話カテゴリの操作的定義 
カテゴリ 基準 発話例 

受け答え／コメント 
 

直前の鑑賞者の言葉に対して反応

したもの。自分の意見を述べるもの

や、相槌や、鑑賞者の言葉をそのま

ま拾った「オウム返し」を含む。 

鑑賞者「顔がしわしわなので、年を

とってるようにみえます」ナビゲイ

ター「たしかにしわがくっきりして

ますよね」 
言い換え／パラフレイ

ズ 
 

直前の鑑賞者の言葉に対して反応

しつつ、それを似た言葉で言い換え

たもの。 

鑑賞者「まゆ毛が上を向いていて、

困っている顔のように思います」 
ナビゲイター「完全にハの字になっ

てますよね」 
結びつけ／コネクト 直前の鑑賞者の言葉に対して、2つ

以上前の鑑賞者の言葉を1つ引き出
し、対比させるもの。 

鑑賞者「頭の上の黒い部分は悩みを

あらわしてるように思いました」 
ナビゲイター「なるほど。さっきも、

もやもやした不安という意見があ

りました」 
情報提供 
／インフォメーション 
 

作家や作品についての背景知識を

鑑賞者に伝えるもの。 
ナビゲイター「この作品は、壁にス

プレーと筆で描かれたものです」 

まとめ／サマライズ 
 

2つ以上の鑑賞者の言葉を複数引き
出し、鑑賞の中で出てきたこと柄に

ついて筋道を立てて整理するもの。

ナビゲイター「頭については、アフ

ロな髪型だとか、悩みそのものだと

か、流れているところが血にみえる

といった意見が出ました」 
問いかけ 
／クエスチョン 
 

VTSにおいて重視される3種類の問
いかけ。「作品の中で何が起こって

いますか？」「それはどうしてそう

思ったの？」「ほかには何が描かれ

ていますか」 

ナビゲイター「疲れてそうな感じと

いうのは、どの辺をみてそう思いま

したか？」 

 
鑑賞者の発話、ナビゲイターの発話を問わず、発話のユニットには、すべて番号をつけた。たとえば、

セッションA-1の3番目の発話であれば「A-1-3」とした。ひとつの発話の中に、複数のカテゴリが並
存している場合は、マルチアンサー扱いとした。 
 
3.2．分析結果 
 
 コーディング結果は以下のとおりであった。 
 

表4：コーディング結果 
 

コメント パラフレイズ コネクト インフォメー

ション サマライズ クエスチョン

A-1 25 10 4 5 4 16 
A-2 18 6 3 3 2 13 
B-1 15 5 3 8 3 13 
B-2 9 3 1 4 1 10 
C-1 19 7 1 5 6 25 
C-2 11 8 9 4 3 16 
D-1 23 3 1 0 2 25 
D-2 17 1 4 0 4 13 

                                                           
3 http://acop.jp/acop/index.html （2011年 3月 21日閲覧） 
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結果から導くことができた、ナビゲイションの特徴を二点挙げておく。 
 
（1）小まとめとしてのサマライズ 
 
 第一に、サマライズはナビゲイションの最後にのみ現れるのではない。コーディング表からわかる

とおり、ひとつのナビの中で複数回（最後のまとめだけではない）のサマライズが現れているセッシ

ョンが多く見られる。つまり「小まとめ」である。 
 
A-1-25：［…］今顔からは、強い感じ、でももしかしたら強がってるかもしれない、今孤独と
もあったけど、もしかしたらそれに怯えてるのかもしれないのかなと私思ってたんですけど。

［…］                       （奈良美智《The Little Judge》） 
 
C-2-59：［…］みなさん紅梅についていろいろ話してくださって、しなやかな枝の動きとか、
あとはまっすぐに伸びてる感じから生命力も感じてくださったんですけど、まるでちょっと

挑発したり、思わせぶりな態度をとったり、女性の方はもしかしたら心当たりあるかもしれ

ないんですけど、そんな女性にも見えてきたってことで。［…］（尾形光琳《紅白梅図屏風》） 
 
 途中で現れるサマライズは、そこまでみてきたもの（たとえば少女の顔であったり、紅梅の様子で

あったり）についての議論を整理し、次に進むための足がかりを示すものである。 
 
（2）フォーカシング（焦点化） 
 
 第二に、新たな発話カテゴリの導出である。コメント・パラフレイズ・コネクト・インフォメーシ

ョン・サマライズのどれにも当てはまらず、クエスチョンに近いが、VTSで用いられる3種類の問い
かけ（表3参照）とは異なる特徴的な発話を見出すことができた。それは、セッションにおいて、作
品全体ではなく、あえて見る場所、話すべきことを絞ることを提案するものである。ここではそれを

「フォーカシング（焦点化）」と名付けることにする。 
 

C01-14：［…］そしたら今、この二本の木についてお話出てたので、もうちょっとこの木につい
て見ていきたいと思います。どんな生え方をしてるとか、どんな印象とか、あったらお願いし

ます。                  （尾形光琳《紅白梅図屏風》／フォーカシング） 
 
A01-85：［…］えっと、この絵が描かれた当時、この画家は12年間ドイツに留学してて、ずっと
絵の勉強をしてたんですけど、この絵が描かれた、この作品が描かれたときに、12年間海外に
いて、そっから帰ってきた直後の絵なんですね。で、まだそのころ日本でもあんまり知られて

いなくて、だからすごい、不安とかそういうのもあった時期かなって思います。それ聞いてま

た何か思うことあったら。 
（奈良美智《The Little Judge》／インフォメーション＋フォーカシング） 

 
D02-32：［…］あ、男性に関して、今ちょっと思ったんですけど、木の幹みたいに立っていると
言っていたこの服の模様とか、どう思いますか？ どうぞ。 

（クリムト《接吻》／コネクト＋フォーカシング） 
 

フォーカシングはすべてのセッションで複数回登場していた。セッションごとのフォーカシングの回

数は、以下のとおりであった。 
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表5：フォーカシングの回数 

ナビゲイション番号 フォーカシング 
A-1 6 
A-2 4 
B-1 7 
B-2 6 
C-1 5 
C-2 8 
D-1 6 
D-2 7 

 
 
作品全体を漫然と見るだけでは、話があちこちの

方向に飛んでしまい、議論をまとめるのが困難と

なる。そのため、対話型の鑑賞では、ナビゲイタ

ーが作品の中でみるべき場所を限定しながら、段

階を追って鑑賞を進める。ナビゲイションの途中

に挿入される小まとめとしてのサマライズと、見

るべきところを絞るフォーカシングによって、そ

れが促進されるのである。 
 
 
3.3．考察 
 
 分析の結果、ナビゲイションにおいて、複数回のサマライズと議論の対象を絞るフォーカシングが

重要な役割を果たしていることが分かった。以下では、サマライズとフォーカシングに着目して、対

話型の鑑賞におけるナビゲイターの役割について考察する。 
 
（1）フォーカシングのタイミング 
 
 対話型鑑賞では、段階を追って鑑賞が進むということを前節で述べた。セッションにおいて話され

ている内容と発話ユニットの数について整理したものが図1である。たとえばA-1《The Little Judge》
では、顔→体→絵筆→背景…というように話が展開していることがわかる。 
 

 
図1：話されている内容と発話ユニット数 

 
フォーカシングとサマライズは同時に登場することが多い。ナビゲイターは、鑑賞者の意見を取り

上げながら議論をまとめ、その上で、次に議論すべきところを示すのである。 
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C-1-66：今この川について話してもらって、色とか形とかからも、怖くて禍々しい感じもする
し、あとは深さも感じていただいて、すごい距離があるんじゃないかとも言ってくれたんで

すけど。そしたら今度は、さきほど男女に例えてくれて、それを隔ててるんじゃないかって

言われてたこの川、割と白梅と紅梅ははっきりしてるのに、ちょっとここは分からない何か

が通せんぼしてるような状態なんで、もうちょっと全体について見ていきたいと思います。 
（尾形光琳《紅白梅図屏風》／サマライズ＋フォーカシング） 

 
B-1-20：［…］中央の人物が、穏やかに寝てるように見えるとか、ろうそくとかから死んでる
んじゃないかって言ってもらったんですけど、この中央の人物は、このとき亡くなっていま

す。それを聞いてちょっと、この表情についてもう少し、細かく見ていきましょう。 
（熊谷守一《陽の死んだ日》／サマライズ＋インフォメーション＋フォーカシング） 

 
 図1に、ナビゲイターによるフォーカシングのタイミングを示す印を入れたものが図2である。 
 

 
図2：フォーカシングのタイミング 

 
話の内容が切り替わるタイミングで、フォーカシングが入っていることが多いのがわかる。 

 
 
（2）いいナビゲイションとは何か 
 
 フォーカシングという考え方を踏まえて、いいナビゲイションとはどのようなものかを考えてみた

い。対話型鑑賞の評価について定量的に検証することは容易ではないが、ナビゲイター自身の自己評

価を参照することができる。たとえば、《陽の死んだ日》をナビゲイションしたBさんは最終レポー
トにおいて以下のように語っている。 
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1回目は自分も落ち着いて意見を聴き、整理していたと思います。たくさんいい意見もでて、
楽しかったです。まとめがちょっと物足りない感じがしたと言われましたが…。２回目は、ぼ

ろぼろでした。画家のことが好きという人が出てきたり、題名を読み間違えられたまま進んで

しまったり、私が途中から混乱していました。 
 
 1回目は良かったが、2回目はあまり良くなかったという自己評価を下していることがわかる。同じ
日に、同じ作品をナビゲイションしたにも関わらず、ナビゲイションがうまくいったものと、うまく

いかなかったものがある。その要因のひとつは、フォーカシングの有無ではないか。 
 図2でB-1とB-2を見比べると、1回目は適切なタイミング（議論の内容が切り替わるタイミング）で
フォーカシングが入っているのに対して、2回目は、本人が自覚しているように、途中からフォーカ
シングの回数が減っている。これは、ナビゲイターとして対話をリードすることができなくなってい

るということを示している。 
 もちろん、対話がうまく進み、進行を鑑賞者に任せるということはある。ただ、うまく交通整理が

できないと、鑑賞者が思い思いのことを言うだけの会になってしまい、対話ではなくなってしまう。

適切なタイミングで小まとめとしてのサマライズと議論の対象を絞るフォーカシングを行うことが、

対話を活性化させるのである。 
 
（3）ナビゲイターの役割 
 
 学習環境デザイナーとしてのナビゲイターは「周囲を巻き込み、活動を生き生きとさせ続け、新参

者を助け、歴史を織り込み、新たな活動を生み出していく」（美馬2010）ということであった。美馬
が指摘したのはコミュニティの永続性などを意識したよりマクロレベルの議論だが、ナビゲイション

をミクロレベルで見たときにも、「歴史を織り込」むとは、小まとめとしてのサマライズのことであ

り、「新たな活動を生み出」すとは、フォーカシングによって新たな議論を喚起するということなの

ではないだろうか。 
 歴史を織り込むサマライズが、対話の中で登場した意見を織り込むことであるということには、大

きな意義がある。鑑賞者が自分の言葉で感じた印象を素直に話すことから出発し、ナビゲイターがサ

マライズの際にその意見を取り上げることで、鑑賞者は、普段は縁遠いと思っていたアートが、実は

今の自分とつながっていることに気づく。これにより、いつの間にかアートは“他人ごと”から“自分ご
と”になる。ナビゲイターはサマライズによって、鑑賞者の意見からストーリーを紡ぎ、鑑賞者をその
ストーリーを担う当事者に変えているのである。 
 そして、新たな活動（対話）を生み出すフォーカシングは、いま何について話しているのか、次は

何について話すべきなのか、メタな視点から整理し、少しずつ段階を追いながら、作品のコアな部分

に迫っていくための技術である。ナビゲイターは、フォーカシングによって鑑賞者のメタ認知を助け、

視点を変えるという学びの文脈作りを行っているといえる。 
 フォーラムとしてのミュージアムにおいて、モノを中心に人が集い、対話によってモノの価値を組

み換えていくための活動を担う学習環境デザイナーは、当事者性を高めるサマライズやメタ認知を助

けるフォーカシングといった対話の技術＝専門性を用いて、ミュージアムにおける人々の学びとコミ

ュニケーションをデザインしていくのである。 
 
4．まとめと今後の展望 
 
 本稿では、ACOPで実践されている対話型鑑賞について、ミュージアムの学習環境デザインという
観点からその重要性を示し、対話型鑑賞を担うナビゲイターの専門性について、ナビゲイションにお

いて行っていることを定性的に記述することで明らかにすることを試みた。その結果、ナビゲイター
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は当事者性を高めるサマライズとメタ認知を助けるフォーカシングを適切なタイミングで用いて、鑑

賞者の学びとコミュニケーションをデザインしていることが明らかになった。 
 最後に、今後の研究の展望として、二つの可能性を挙げておく。 
 第一に、対話型鑑賞をミュージアムで行うことの意味についてである。本稿ではACOPの鑑賞会を
分析の対象としたため、ミュージアムという場についての考察をすることができなかった。ミュージ

アム研究者の奥本（2009）は、美術館学習の初心者には作品の詳細な解説よりも、展示全体のテーマ
といった抽象的なものから演繹的に作品の位置づけを理解していく方法が適しているとし、「博物館

認知オリエンテーションモデル」を提案している。対話型鑑賞をミュージアムで行う際には、作品を

掘り下げるナビゲイションだけでなく、作品同士をつなげ、意味を見いだしていくナビゲイションの

あり方が検討されるべきだろう。 
 第二に、対話型鑑賞から「鑑賞型対話」への深化の可能性についてである。伊達（2009）が指摘し
たように、「私たちは、作品について語っている私たちについて語ることを抜きにして、作品につい

て語ることはできない。アート作品について考えることは、とりもなおさず、それをみる私たちにつ

いて考えることでもある」。作品を深くみていく中で、いつしかそのまなざしは自分たちに逆照射さ

れるようになる。これを示唆する発話が、今回の分析対象としたセッションの中でも一部で見られた

（下線は筆者）。 
 

D-2-74 鑑賞者：それを聞くと、この二人の愛って唯一の始まりみたいな感じにも見えるし、一
方で、後ろですごい星みたいに光ってるのがちらちらある感じがして、実はあれも、この人た

ちと同じようなことが起こってるんじゃないかなっていうふうに思えて、二人だけの世界って

いうのを取り出すとすごく美しいんだけど、実はそういう営みって、人類の歴史上、今まで続

いてきたわけだから、これが実は世の中にすごく散らばっていて、光っているカップルみたい

なのがあるのかなと思いました。                   （クリムト《接吻》） 
 
D-2-75 ナビゲイター：たしかに、こういうことが、ここでもここでもここでもここでも。そう
して見ると、影がこっちに続いてるのかもしれない。そしたらさっき言ってくれた、エデンっ

て言うんですか、神話に関してはあまり知らないんですけど、これがもしかしたらアダムとイ

ブだったら、これが私たちかもしれないですよね。［…］        （クリムト《接吻》） 
 
 対話によってアート作品の理解を深め、作品と自分たちのつながりを認識することができた、その

次にすべきことは、アート作品を媒介として、それをみている私たちについて対話することなのでは

ないか。そこに至ると、アートは目的ではなく手段に変わる。 
 今後はこれらの点を踏まえ、対話型鑑賞をはじめとするミュージアムの学習環境デザインについて

研究を深めていきたい。 
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