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「未視感」から見つめる社会

　昼下がり、家の玄関口に出て戸外を眺めていた。いつもながらの息抜きのひととき。犬を連れ
て散歩している人が目に入る。どういうわけか、この日は奇妙なことがふと気になり、自問した。

「変だな。雑種の犬を最近見かけなくなった」。
　飼い主たちは血統書付きの犬だけを好むようになったからだろう。秋田犬、プードル、スピッ
ツ等々、犬のセレブたちに自宅界隈の路上でお目にかかる。飼い犬は純血種ばかりだ。そして、
雑種の野良犬も見事なくらいに街から姿を消している。自治体担当局による殺処分が進んだから
に違いない。
　雑種犬と野良犬のいなくなった生活空間。筆者が暮らす都内の住宅街がいつの間にやら様変わ
りしていた。赤塚不二夫の漫画のせりふを真似て、「これでいいのだ」と納得していいのか。少
し考えこむ。たまたま思いついたことに過ぎないのだが、同じ類の風景の変質が気になってきた。
　たとえば、落書きについて。よく見渡せば街角の壁、駅や職場のトイレなどにかきなぐった文
言や絵の数々は昨今本当に少なくなった。無論、公共の美化保全の観点からは規制すべきものだ。
でも、落書きのない都会の繁華街は別の意味で不気味である。それに加えて、問題は現状追認が
先行しているところにある。
　いつも普通に見えている風景なのに、よく見てみると見たこともない風景だと気づく。そうい
う感覚を示す言葉に「ジャメ・ヴュ＝Jamais vu」というフランス語がある。評論家、川本三郎
氏が言うように、日本語に訳せば「未視感」だ。はじめて見る風景なのにどこかで見たように思
う「既視感」（デジャ・ヴュ＝Déjà vu）の反対語である。
　一般的に既視感は比較的よく言及される。一方、未視感による認識は等閑視されがちだったか
もしれない。だからこそ、日常の世界のすぐ背後に見過ごせない変異があることを知るために、
未視感というアプローチはもっと真剣に取り組むだけの価値がある。メディアの作品を考えるう
えでも大切な分析視角になる。私たちはあまりにも多くのことを見過ごしているのだから。

（町田幸彦）

編集後記
　上述の勉強会報告の続きになるが、今の学生は少し不憫だなと思う。黒板やスライドをス
マホのカメラで撮影するのは「賢いやり方だな」と思うけれども、先生によっては「スマホ
を授業中に使うな！」となる。講義を聞きながらパソコンに記録していきたいが「自分でノー
トに書きなさい」となる。
　あらゆるテクノロジーが直面することだが、「前の時代」の様式は簡単には捨て去られない。
今はその端境期にあるのか、それとも知の崩壊なのか─。いろいろ思うところはあるけれ
ども、かつて「読書は自分で考える力を失う」と言われたことも頭の片隅に入れておきた
い。 （小寺敦之）

勉強会報告─i-room開発の歴史と現状

　前号のNews Letter巻頭に、人間科学部・柳沢昌義教授による「コンピュータルーム C の改良
の歴史」と題するショートエッセイが掲載されている。氏による長年の研究を短く紹介したもの
だが、設備の話が主となっており、一連の研究の背後にある思想やこの研究の意義については（お
そらく謙遜もあって）あまり触れられていない。そこで、本年度の定例勉強会（2020年1月30日 

（木））は、柳沢教授にご自身の研究の紹介をお願いすることで、本学（を含んだ教育現場）の情
報環境の未来について考える機会とした。
　テクニカルな側面については前掲のNews Letterをご覧頂きたいが、コンピュータルーム C 改
め i-room構想の背景には「発言の機会を持たない学生に対してどのようなアプローチが可能か」

「自由度の高い ICTが直面する物理的制約（旧来の教室空間）を克服できないか」といった教育
の「場」の改善が企図されている。インタラクティブ機能を持たせた巨大壁画電子黒板というア
イディアは、教室という空間を最大限に活用する方法のひとつであり、旧来の授業を魅力的・効
果的に実施していくための手段を提案するものである。ICTは、学問をエンタメ化するためのも
のではない。いかに学生を飽きさせず、学びへの興味関心を喚起するか、いかに教育効果を上げ
ていくかという点にこそ、教育工学の魅力と意義があると感じられた。日本教育工学会長の永野
和男先生の「教育工学は『教育工夫学』である」という言葉から自身の研究が始まったというエ
ピソードも印象的だった。
　もちろん、柳沢教授の研究に代表されるアイディアが、「知識」を含む長期的な教育効果にど
のように結びついていくのかという点については改めて研究が必要になるだろう。だが、知識は
検索するものという時代にあって、興味・関心の喚起や学びのスタートにこれらの「工夫」が果
たす役割は、より重要なものとなってくることは間違いない。教育の場がどのように変化してい
くのか（自分がその現場にきちんと対応できるのかという不安も併せて）楽しみである。

記：小寺敦之



大学開学30周年記念「メディアとしてのミュージアム」連続講演会
　
　本講演会については、本学公式サイトやFacebookのみならず、タウンニュースの2019年9月
5日号でも採り上げられ、博物館関係者や一般の方からも受講のお申込を頂いた。ここでは、2019 

年度に開催された第1回～ 3回までの講演要旨を紹介する。
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第1回　2019年10月1日（火）

「つかう ─印刷博物館からのプロポーザル─」
講師：樺山紘一氏（印刷博物館館長、東京大学名誉教授）

　印刷博物館（東京都文京区）の館長として、歴史
家である樺山紘一氏からは、ミュージアムが従来の
イメージから大きく変化していることが報告され、
そしてミュージアムのもつ機能をもっと使っていこ
うではないかという提案がなされた。博物館・美術
館は、何を収蔵して、何を展示するかと同時に、ど
うやって来館者と、それをみせる側のスタッフたち
との対話が成り立つような場所になっていくのか、
という発想に変わりつつあるという。最後に、「博
物館をメディアとしてつかうことができるだろう
か？」という問いかけがなされ、3つのキーメッセージを残している。

ａ．コレクションは増殖する：収蔵に生命をあたえる
ｂ．ミュージアムは覚醒する：文化の開拓者として
ｃ．メ デ ィ ア は 拡 散 す る：情報ハブという機能

ａ．博物館・美術館はメディア、仲立ちなのである。そのモノや情報が存在した時代から、今の
人が分かるようなかたちで伝えていく。

ｂ．博物館・美術館は資料を収蔵したり、展示したり、説明したりすることで、そこに新しい意
味合い、新しい役割を与えることができる。観覧者と博物館との対話を通して、新しい意味
を開発することができる。お客様と対話し、情報や物の考え方を提供し、その反応を聞き、
それぞれの社会や場所で新しい文化の創造に寄与する。

ｃ．ハブとしての博物館は真ん中に位置し、左から右、上から下へモノや情報を繋ぎ、新しい役
割や新しい生命を与えた上で、受け渡す。

第2回　2019年11月18日（月）

「つなぐ ─古くて新しいつながりに気づく場所─」
講師：稲庭彩和子氏（東京都美術館　学芸員）

　東京都美術館（東京都台東区）の学芸員であり、アートコミュニケーション係長の稲庭彩和子

氏の講演は、まさに「対話と共創」スタイル。画像
だけでなく、動画も駆使し、受講者とインタラクティ
ブにやりとりしながら、一人ひとりの意見や考えを
拾い上げて、それらをつないでいった。またご自身
の人生を語ることで、博物館や美術作品のメディア
としての機能についても述べ、タペストリーも屏風
絵も当時は現代アートであり、その時代のことを伝
えるメディアなのだと力説した。最後に、アートを
介してコミュニティを育むソーシャルデザインプロ
ジェクト、「とびらプロジェクト」を紹介。アート
を介して社会関係資本を育む、人々の繋がりを豊かにする活動が必要なのではないかと結んだ。

第3回　2020年1月20日（月）

「つどう ─世代・地域・文化を超えて─」
講師：半田昌之氏（日本博物館協会専務理事）

　長年、たばこと塩の博物館に学芸員として勤務さ
れ、近年は日本博物館協会専務理事として活躍さ 

れている半田昌之氏からは、ICOM（International 

Council of Museums：国際博物館会議）の紹介と
ともに、日本で初めて開催された2019年9月の京
都大会について総括がなされた。ICOMの本部はパ
リ（フランス）にあり、公式言語は英語、仏語、西
語であり、UNESCOと協力関係を保っているなど
のキーワードが英和生の関心を喚起する。またオリ
ンピックや万博同様に、3年に一度の大会は都市開
催ゆえ、京都が立候補し、招致するまでの過程や、実際の京都大会での様子（動画）は、今夏開
催予定の東京五輪を髣髴とさせた。結果として、京都大会は世界120 ヶ国・地域から史上最高の
4,590人がつどい、全体の満足度も90％であったという報告がなされた。
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　「作品は鑑賞者によって真に完成する（マルセル・デュシャン）」。また、現代のミュージアム
は作家や学芸員といった専門家だけでなく、市民も作品を展示し、解説し、発信し、主体的にミュー
ジアムに関わるステークホルダーである。ミュージアムとは、言葉や作品を紡ぎ、その実践や展
示・保存する場がつくり、つくられ、多様な人々や機関を繋ぎ、そこに集い、それを使う人や組
織が次の創造的な活動・実践のために触発されたり、対話・共創したりする場所である、という
ことが本講演会で再確認できれば幸いである。
　2020年度5月（予定）に第4回「つむぐ」（久保田沙耶氏）、6月（予定）に第5回「つくる」（池
永禎子氏）の講演会を開催する。詳細が決まり次第、本研究所のサイト上で情報を掲載する。

記：町田小織
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　上述の勉強会報告の続きになるが、今の学生は少し不憫だなと思う。黒板やスライドをス
マホのカメラで撮影するのは「賢いやり方だな」と思うけれども、先生によっては「スマホ
を授業中に使うな！」となる。講義を聞きながらパソコンに記録していきたいが「自分でノー
トに書きなさい」となる。
　あらゆるテクノロジーが直面することだが、「前の時代」の様式は簡単には捨て去られない。
今はその端境期にあるのか、それとも知の崩壊なのか─。いろいろ思うところはあるけれ
ども、かつて「読書は自分で考える力を失う」と言われたことも頭の片隅に入れておきた
い。 （小寺敦之）

勉強会報告─i-room開発の歴史と現状

　前号のNews Letter巻頭に、人間科学部・柳沢昌義教授による「コンピュータルーム C の改良
の歴史」と題するショートエッセイが掲載されている。氏による長年の研究を短く紹介したもの
だが、設備の話が主となっており、一連の研究の背後にある思想やこの研究の意義については（お
そらく謙遜もあって）あまり触れられていない。そこで、本年度の定例勉強会（2020年1月30日 

（木））は、柳沢教授にご自身の研究の紹介をお願いすることで、本学（を含んだ教育現場）の情
報環境の未来について考える機会とした。
　テクニカルな側面については前掲のNews Letterをご覧頂きたいが、コンピュータルーム C 改
め i-room構想の背景には「発言の機会を持たない学生に対してどのようなアプローチが可能か」

「自由度の高い ICTが直面する物理的制約（旧来の教室空間）を克服できないか」といった教育
の「場」の改善が企図されている。インタラクティブ機能を持たせた巨大壁画電子黒板というア
イディアは、教室という空間を最大限に活用する方法のひとつであり、旧来の授業を魅力的・効
果的に実施していくための手段を提案するものである。ICTは、学問をエンタメ化するためのも
のではない。いかに学生を飽きさせず、学びへの興味関心を喚起するか、いかに教育効果を上げ
ていくかという点にこそ、教育工学の魅力と意義があると感じられた。日本教育工学会長の永野
和男先生の「教育工学は『教育工夫学』である」という言葉から自身の研究が始まったというエ
ピソードも印象的だった。
　もちろん、柳沢教授の研究に代表されるアイディアが、「知識」を含む長期的な教育効果にど
のように結びついていくのかという点については改めて研究が必要になるだろう。だが、知識は
検索するものという時代にあって、興味・関心の喚起や学びのスタートにこれらの「工夫」が果
たす役割は、より重要なものとなってくることは間違いない。教育の場がどのように変化してい
くのか（自分がその現場にきちんと対応できるのかという不安も併せて）楽しみである。

記：小寺敦之


