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表1雰囲気を感じる体験の分類

空気にふれる

※1

身体の状態変化

※2

雰囲気の現れ

※3

※1空気にふれる

※2身体の状態変化

※3雰囲気の現れ

雰囲気の性格

(1-A)霧園気>身体|(1-副雰囲気>身体|(2)雰囲気=身体|(3)雰囲気＜身体|(4)雰囲気拳身体

|"O 0 ○
一

I
一

I 灘⑬＠

再蕊霧諏悪事河

鵜⑨ ●p－JD

爆発一雰囲気にのまれる一酎える｜雰囲気になじむ’雰囲気をのむ｜雰囲気になじめない

中央の円が身体を意味する.そのまわりにあるのが空気である

空気が身体の中に入りこんでいくかどうかを色と鐘（波線:なじむ，実線:なじめない）で表している

まわりの円は空気（雰囲気)を身体の中にとりこんでいる増合を恵味する.

その点に注目して、雰囲気を感じる体験を分類したのが表lである。そのなかでも比較

的理解しやすいのは、強烈な雰囲気を感じる場合である(l-B)。例えば、大きな体育館で

バレーボールの試合に臨んでいる子どもの姿を想像してみよう。自分たちのチームが逆転を

すると、会場は大きな盛り上がりをみせる。そのとき、会場の熱く激しい空気によって、子

どもたちの身体は押しつぶされそうになる。反対にマッチポイントの場面を迎えたときには、

会場はシーンと静まりかえる。その場合、空気は冷たく静止しており、子どもたちの身体は

まるで氷が固まるかのように堅くなっていく。前者と後者の場合とでは、空気が子どもたち

の身体にあたえる影響は違ってくる。しかしいずれの場合にしろ、会場の空気によって身体

が縮んでしまい、そのために子どもたちは自らの身体を思い通りに動かすことができなくな

るという点では共通している。

その体験について理解するには、先ほど紹介した風呂の例がわかりやすい。風呂の水が冷

たい、もしくは熱い場合が、それにあたる。そのような風呂に入ると、前者の場合には寒さ

をこらえるかのように、また後者の場合には熱さをこらえるかのようにして、子どもたちの

身体はぎゅっと縮んでいく。そして子どもたちには不快感が生じ、それは顔の表情に、また

｢寒い｣、「熱い」という言葉になって現れていく。

2つの例を一般化していうならば、まわりにただよう空気によって、子どもたちの身体は

過度に緊張した状態になっていく。その結果、子どもたちには不快感が生じる。そしてその

不快感は雰囲気として、すなわち表情、言葉、行為として、子どもたちに現れていくにちが

いない。それは、通常、雰囲気にのみこまれるといわれる体験である。

さらに強烈な雰囲気に出会う場合(1-A)には、子どもたちの身体にかかるストレスはよ

り強くなることが予想される。風呂の例でいえば、水ではなく氷で冷やされた水風呂に入る

ようなものである。当然のごとく身体は､その冷たさに耐えることができない。そのため､｢冷

たい」と言い放ちながら、子どもたちは湯ぶれの外に飛び出してしまうことになる。また試

合会場を例にとれば、それはまさしくマッチポイントを相手に握られてしまった絶体絶命の

状況である。この場合、子どもたちの身体は会場の空気に押されてますます縮こまっていき、
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そして堅くなっていく。ときにはその空気に耐えることができず、キしてしまう、すなわち

自分でも理解できないような行動に走る場合もあるだろう。それは自らに押し寄せてくる空

気の力に、子どもたちの身体がこらえきれなかった結果である。当然、子どもたちには耐え

難い不快感が生じ、それは一気に表情に、さらには言葉や行為として現れていくにちがいな

い。それはまさしく雰囲気にのみこまれ、子どもたちが自分を見失ってしまった状態である。

またときには、どうしても雰囲気になじむことができない場合もあるだろう(4)。それは水

と油の関係のように、空気が身体（肌）に合わない状態である。その場合、空気にふれても、

子どもたちの身体はひらかれることなく、その状態に何らかの変化が生じることもないであ

ろう。それどころか、空気にふれた身体は、空気が自らの中に入ってくることを拒むかのよ

うに固く閉じてしまうようになるにちがいない。その結果、子どもたちには不快感というよ

り、拒否的な感情が生じることになるだろう。

しかし実際の世界において子どもたちが体験をするのは、上述したようなマイナスの性

格をもつものばかりではない。例えばその1つに、雰囲気になじむ体験がある(2)。その場合、

空気にふれることによって、子どもたちの身体は強烈な雰囲気に出くわしたときのように広

がり過ぎることもないし、また縮まり過ぎることもない。要するに身体はバランスのとれた

状態になる。イメージとしては、湯加減のちょうどよい風呂に浸かって身体がリラックスし

ているときの状態に似ている。それは湯と身体の境界が消え、空気と身体が融合しているよ

うな状態である。そしてその際に生じた快感は、無意識のうちに子どもたちの顔の表情に、
言葉に、また行為に現れるだろう。

さらに子どもたちにとって積極的な意味をもつのが、雰囲気をのみこんでいく場合であ

る(3)。先ほど述べた雰囲気にのまれる体験とは、対照的な性格をもつ。例えば試合において、

子どもたちが普段以上の力を発揮する場合がある。そのとき、「会場の雰囲気に助けられた」

という言葉が、子どもたちから発せられることがしばしばある。この場合、空気中に含まれ

ている成分が、まるで風呂の入浴剤のような存在として、子どもたちの身体にとって一種の

エネルギーになっているのではないだろうか。そのときの子どもたちの身体は、空気になじ

むだけでなく、それをエネルギーとして吸収し、外に向かって少し広がった状態になってい

るにちがいない。その際の子どもたちの表情や言葉、そして行為は、きっと生き生きとした

ものになるであろう。

C実際の世界において雰囲気を感じる体験の意味

それでは実際の世界で雰囲気を感じる体験は、子どもたちにとってどのような意味をもつ

のだろうか。雰囲気を感じる体験を積み重ねていくことによって、子どもたちには世界に存

在するもの1つ1つに対する印象が形成されていくにちがいない(9)。雰囲気になじんだり、

雰囲気をのみこんだりできたものに対しては、子どもたちは肯定的な印象を形成していくで

あろうし、雰囲気にのみこまれてしまったものに対しては否定的な印象をもつようになる可

能性がある。さらに雰囲気になじむことができなかったものにいたっては、きっと拒否的な

印象を抱くようになるだろう。

そして様々な印象が形成されていくにしたがい、子どもたちには世界に対する1つのイメ
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－ジが形づくられていくにちがいない。それは感情をベースにしてつくられた世界に対する

イメージという意味で、ここではそれをく世界感〉と呼ぶ。肯定的な印象がたくさん形成さ

れていけば、子どもたちは世界に対して肯定的なイメージをもつようになるだろうし、反対

に否定的な印象が多く形成されていくと、世界に対して否定的なイメージしかもてなくなっ

てしまう可能性がある。さらに雰囲気になじめない体験の場合のように、拒絶的な性格をも

つ印象が次々と形成されていくと、子どもたちは世界に対して拒否的なイメージを抱くよう

になるだろう。その結果、子どもたちに形成されるく世界感〉の性格によって、世界に対す

る彼らのかかわり方もまた変わってくるにちがいない。

また雰囲気を感じる体験を通じて、子どもたちの身体は雰囲気を感じるためのシステムと

して形成されていくであろう。雰囲気になじむ体験を重ねていけば、身体はまわりの空気に

あわせて自らの状態を変えていけるシステムになっていくだろう。それによって、子どもた

ちは雰囲気を感じることが可能になる。また雰囲気をのみこむ体験が多くなれば、まわりの

空気に反応するだけでなく、それをエネルギーとして自らの内部に吸収していけるようなくか

らだ〉になっていくであろう。その結果、子どもたちは雰囲気を感じるだけでなく、それを

自らの活動力にしていけるようになるにちがいない。反対に雰囲気にのみこまれる体験が増

えると、子どもたちの身体は気づかないうちに萎縮していってしまうだろう。そのため実際

に空気にふれていても反応が鈍い、ときには反応することさえできないくからだ〉になって

しまうかもしれない。それは子どもにとって雰囲気を感じる能力の低下、消失を意味してい

る。一方、雰囲気になじめない体験が多くなっていくと、身体はまわりに存在する空気をま

ったく受けつけないようになってしまうかもしれない。もしそのようなくからだ〉が形成さ

れたら、子どもたちは世界の雰囲気を感じられないばかりか、自らが生きている世界自体を

拒否するようになる。その意味で、雰囲気を感じる体験のあり方は重要である。

さらに雰囲気を感じる体験は、それが自らの行動に影響をもたらす存在であることを、子

どもたちに気づかせていくだろう。なぜなら、雰囲気が自分の持てる以上の力を発揮させて

くれることを、子どもたちは様々な機会で実感するからである。それについては、わざの分

析から学習論を展開する生田久美子(1992)によっても指摘されている。彼女によれば､｢師

匠をはじめとする稽古場の空間を占める人間や物の全体が、特別な空気をかもしだしている。

この異様ともいえる空気が、学習者の認識をある一定の方向へと押し進める効果を高めてい

る」という。これは何も職人という独特な世界の話ではない。受験シーズンに図書館に行く

と、試験を控えた高校生が集中して勉強をしている。そのときの鉛筆の音が響く館内の雰囲

気は、子どもたちに自分も一生懸命勉強しようという気持ちを引き起こす。そうした体験は、

子どもたちに自らが雰囲気に支えられている存在であることを自覚させるであろう。

これまで述べてきたように、実際の世界における体験は、子どもたちにく世界感〉と同時

に、雰囲気を感じるシステムとしてのくからだ〉を形成していく。それに加えて雰囲気の価

値もまた、子どもたちに身につけさせていく。それでは電子メディアの世界で雰囲気を感じ

る体験は、実際の世界における体験に比べて、いったいどのような違いがあるのだろうか。
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2電子メディアの世界において雰囲気を感じる体験

A電子メディアの世界における雰囲気

そもそも電子メディアの世界には、雰囲気が存在するのだろうか。テレビをみていると、

その土地の風土や気候、文化的情緒といった雰囲気が何かしら伝わってくる。また人気歌手

のコンサートが生中継されると、会場における熱狂的な雰囲気をある程度感じることができ

る。さらに残虐な事件が起きた現場がテレビの画面に映し出されると、身が縮むような思い

をすることがある。これらの例は、電子メディアの世界においてもまた雰囲気が存在するこ

とを経験的に裏づけるものである。

実際に電子メディアの世界では、雰囲気を再現するために様々 な努力がなされている。そ

の1つは、実際には存在しないはずの音楽や映像が意図的に加えられている場合である。例

えば、クリスマスのイルミネーションを背景に、山下達郎の「クリスマス・イヴ」の音楽が

流れている恋人同士のキスシーンを思い浮かべてみよう。その雰囲気にのみこまれた若者は

きっと少なくないであろう。バックに流れている音楽は実際にその場で流れているわけでは

ないが、それは雰囲気を高める効果に一役かっている。またムードを出すために演出された

イルミネーションもまた同様の働きをしている。それらの工夫によって、電子メディアの世

界が、ときには実際の世界をしのぐ雰囲気をただよわせるような場合もある。

それ以外に電子メディアの世界には、実際の世界では出くわすことがないようなことがた

くさんある。テレビの報道番組では、スマトラ沖地震による津波被害の無残な傷跡や新潟中

越地震の被害等々 、日本国内に限らず世界各地で起きている悲惨な出来事が映しだされる。

またテレビゲームでは、次々と銃で人を撃ち殺すシーンに出くわすし、また子どもたちは実

際にその当事者にもなる。その点で電子メディアの世界は、子どもたちにとって実際の世界

よりも緊迫した、強烈な雰囲気に満ちた場所といえるだろう。

そのうえで注目したいのは、電子メディアの世界において雰囲気を伝えている情報である。

実際の世界では、雰囲気を伝える媒体は空気であった。ところが電子メディアの世界では、

雰囲気を特定するための情報である空気は、子どもたちのまわりに存在しない。子どもたち

のまわりに存在する空気は、あくまでも実際の世界におけるものであって、電子メディアに

よって再現された世界のものではない。もしテレビの画面から子どもたちに向かって、空気

があふれだすかのように流れ出てくるようなことになれば話は別だが、今のところそのよう

なことはありえない。したがって電子メディアの世界に雰囲気が存在するとしても、それは

実際の世界における雰囲気と同じ性格をしているわけではない。

それでは電子メディアの世界において、空気に代わり、雰囲気を伝える役割をしているも

のは何であろうか。言うまでもないが、それは音声と映像、すなわち音と光である。例えば

音楽には、バラードのようにしっとりさせる雰囲気をもつものもあれば、ポッフ。スのように

何か心を明るくさせるような雰囲気のものもある。それは人の声にもまたあてはまるにちが

いない。また光についても同じことがいえる。例えば色には赤のように情熱を感じさせる雰

囲気のものがあるし、白のように純粋さをイメージさせる雰囲気のものもある。それらの性
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質からわかるように、電子メディアの世界では音と光を組み合わせることによって雰囲気が

再現されているのである。

しかしいくら様々な努力がなされたとしても、電子メディアの世界における雰囲気が、そ

れを伝える媒体という点で、実際の世界における雰囲気とは質的に異なるという点を忘れて

はならない。そしてそうした違いは、きっと子どもたちが雰囲気を感じる体験にも、何らか

の影響をもたらすであろう。

B電子メディアの世界で雰囲気を感じる体験

雰囲気を伝える媒体として空気が存在しない電子メディアの世界では、子どもたちは実際

の世界のように、自らの身体がまわりの空気にふれることはない。そのため、身体全体の状

態変化にもとづいた快感や不快感が、子どもたちに生じることもない。その点で電子メディ

アの世界で雰囲気を感じる体験は、実際の世界におけるそれとは根本的に異なっている(10)。

そのことを理解するには、車窓から外の風景を眺めている子どもの姿を思い浮かべればよ

いだろう。車内の空気と車外の空気とでは、窓ガラス－枚挟んでいるだけだが、その性質が

微妙に異なっている。車の窓を開ければ外の空気は中に入ってきて、車内と車外の空気は混

ざり合って同じ性質になるだろう。そうでもしない限り、車内の空気と車外に存在する空気

とは別物のままである。当然、その場合、子どもたちの身体は車内の空気にふれることはで

きても、車外に存在する空気にふれることはできない。それと同様の事態が、電子メディア

の世界における体験である。

その代わりに電子メディアの世界では、光と音にふれることによって子どもたちは雰囲気

を感じることができる。それはアフォーダンス理論で有名なギブソンが、「二重の知覚」と

呼んだ状況に似ている。二重の知覚とは、テレビを見ているとき、テレビに映し出された世

界を見ていると同時に、実は世界を映し出している画面もまた見ているという状況のことで

ある。電子メディアの世界において雰囲気を感じるには、実際に自らのまわりにただよう空

気にふれていても、子どもたちの身体はその存在を無視しなければならない。そして身体の

一部である目と耳は、電子メディアの世界における光と音に専念する必要がある。もう少し

説明を補足するならば、電子メディアの世界では、実際の世界において雰囲気を感じる機会

を無理やり閉ざすことによって、子どもたちは雰囲気を感じることが可能になるといえよう。

その点からみても、電子メディアの世界と実際の世界とでは、雰囲気を感じる体験の質が異

なることがわかる。

しかしときには電子メディアの世界でも、実際の世界のように子どもたちが雰囲気を感じ

ることができるかもしれない。それは、電子メディアの世界にまるで身体ごと入り込んだか

のような場合である('')。しかしその際には、1つの前提条件があることを忘れてはならない。

それは、たとえ電子メディアの世界に身体ごとひきこまれたとしても、以前に同様の、もし

くは類似した体験をしたことがなければ、雰囲気を感じることはできないということであ

る。もし過去にそうした体験があれば、電子メディアによって再現された光と音を契機にし

て、子どもたちは実際の世界での雰囲気を感じる体験を思い出すことができる。その場合に

は、電子メディアの世界における体験もまた、子どもたちにとって実際の世界と同様な性格
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をもつものになりえるだろう。

そのような場合をとりあえず除いて、ここでは実際に電子メディアの世界で雰囲気を感じ

る体験についてみていくことにしよう。電子メディアの世界においてとくに注目したいのは、

雰囲気にのみこまれる体験である。なぜなら電子メディアの世界では、その機会が実際の世

界に比べて多いからである。例えばテレビで暴力的なシーンが映されたとき、強烈な音声と

映像によって子どもたちの目と耳は縮んでいくにちがいない。また緊迫した試合をテレビで

見ているときには、子どもたちの目と耳の動きは止まり、そして固まっていくだろう。その

ような状態は不快感を引き起こし、それは子どもたちの表情言葉、行為の節々に現れてい

くにちがいない。

また電子メディアの世界では、あまりにも雰囲気が強烈すぎて、それになじめない場合も

出てくるであろう。例えばテレビにおいて、子どもたちが目を思わずふせてしまうような残

酷なシーンが映し出されることがある。そのときには、子どもたちの目と耳は音声と映像を

拒むかのように閉じてしまうにちがいない。そのときに生じた不快感は、恐怖に満ちた表情

として、また言葉や行動の節々に脅えというかたちで現れるはずである。

それ以外の体験、すなわち雰囲気になじむ体験と雰囲気をのみこむ体験については、ここ

では説明を省略する。しかし強調しておきたいのは、電子メディアの世界において雰囲気を

感じることができたとしても、それは空気にふれているわけではないという点で、実際の世

界における体験とは質的に異なるということである。ということは、電子メディアの世界に

おいて雰囲気を感じる体験の意味もまた、きっと変わってくるにちがいない。

C電子メディアの世界で雰囲気を感じる体験の意味

実際の世界における体験と同じように、電子メディアの世界における体験を通じて、子ど

もたちには世界に存在する様々なものに対する印象が形成されていくであろう。しかし実際

の世界における体験とは異なり、身体全体で空気にふれるものではないために、電子メディ

ア体験を通じて形成される印象は、何か物足りなさを感じるものになる。

それがどうしてなのかを明らかにするには、印象の中身を1つ1つ丁寧に分析していけ

ばよいだろう。例えばサッカー大好き少年が、テレビゲームでサッカーをするとしよう。テ

レビの画面には、球技場の熱狂的な雰囲気が映し出される。しかしテレビが伝えるのは空気

ではなく、光と音からなる雰囲気である。その場合、テレビを前にしている子どもたちの身

体は、その一部である目と耳の状態が変化するだけである。当然それにもとづいて生じる感

情、さらにその現れである表情、言葉もまたそれをベースにしたものにすぎない。また雰囲

気にのみこまれてしまって、身体が動かなくなってしまうということもほとんどありえない。

したがって電子メディアの世界における体験を通じて形成される印象は、実際の世界におけ

る体験を通じて形成されていくものに比べると、身体全体をベースとしていないという点か

らボリュームに欠けたものになるのではないだろうか。さらに様々な印象からつくられてい

くく世界感〉もまた、同様の性格をもつようになるにちがいない。

また雰囲気を感じるシステムとしてのくからだ〉の形成という点にも、電子メディアの世

界における体験と実際の世界における体験とのあいだには違いがでてくるであろう。実際の
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世界における体験とは異なり、光と音、言い換えれば映像と音声にふれることが雰囲気を感

じる体験のベースになっているという点では、電子メディアの世界における体験は身体全体

ではなくその一部である目と耳の働き、すなわち視覚システムと聴覚システムだけを発達さ

せていくことになるだろう。しかも電子メディアの世界における体験では、実際の世界に存

在する空気を感じないように、目と耳以外は働かないように抑制しなければならない。した

がって電子メディアの世界において雰囲気を感じる体験を積み重ねていくと、子どもたちの

身体は目と耳以外の部分を無意識的に働かせないようなシステムになるかもしれない。もし

そのようなくからだ〉が形成されていくとするならば、実際の世界において子どもたちは雰

囲気を身体全体で感じることはできなくなってしまう可能性もでてくる。

さらに電子メディアの世界では、音声と映像に限られているとはいえ、実際の世界に比べ

て強烈な雰囲気を感じる体験が多くなる。あまりにも強烈な雰囲気を感じる体験が増えてい

くと、子どもたちの身体は雰囲気の強烈さに慣れてしまうというようなことにならないだろ

うか。もしそのようなくからだ〉になったとしたならば、残酷な殺人シーンをみても、身の

縮むような思い、すなわち身体が縮んでいくようなこともなくなるかもしれない。要するに

強烈な雰囲気しか感じることができない、そんなくからだ〉になっていく可能性があるだろ

う。そうした事態は、より強烈な雰囲気に出くわす体験が増えれば増えるほど、ますます進

んでいくことになるにちがいない。

それだけでなく雰囲気というものに対する価値観の形成も、実際の世界における体験の場

合とは違ってくるだろう。電子メディアの世界における体験では、雰囲気のもつ影響力を、

子どもたちが実感することはできない。そのために子どもたちが、雰囲気の存在価値を認識

することは難しいであろう。したがって、雰囲気の価値だけでなく、それに影響を受ける存

在として、子どもたちは自らを認識することもない。

これまで述べてきたように、電子メディアの世界における体験は、実際の世界における体

験とは異なり、子どもたちに身体の一部の変化をベースにしたく世界感〉しか形成していか

ないのである。また雰囲気を感じるシステムとして、子どもたちの身体全体を発達させてい

くこともない。

おわりに

本論文では、雰囲気を感じる体験に注目して、直接体験と電子メディアを通じた間接体験

の違いについて述べてきた。実際の世界には、様々な雰囲気が存在する。それを伝える媒体

になっているのは、人や物のまわりに、また空間に広がっている空気である。その空気にふ

れることによって、身体の状態は変化していく。そしてその変化にもとづいて感情が生まれ、

それが表情や言葉、行為として現れていく。さらにそのような体験を通じて、子どもたちに

はく世界感〉が形成され、また身体が雰囲気を感じるシステムとして発達していく。

それに対して電子メディアの世界では、実際の世界における空気を伝えることができない。

そのため、電子メディアによって伝えられる音声と映像を手がかりにして、子どもたちは雰

囲気を感じることになる。すなわち目と耳で光と音にふれることによって、身体の一部に変

109



子ども社会研究11号

化が生じるだけである。その点で、電子メディアの世界における体験と実際の世界における

体験は質的に異なっている。そのため電子メデイア体験を通じて形成されていくく世界感〉

は、何かボリュームに欠けたものになり、また雰囲気を感じるシステムとして視覚と聴覚の

みしか発達していかない可能性がある。

このように両体験の違いを理解すると、直接体験から電子メディアを通じた間接体験へと

比重の変化がもたらすであろう問題点が浮かび上がってくる。電子メディア体験の比重が高

くなればなるほど、身体全体をベースにしたく世界感〉や雰囲気を感じるシステムが育って

いかない可能性がでてくる。それどころか電子メディア体験の割合が非常に高くなれば、身

体の一部にすぎない目と耳を土台にしたく世界感〉と同時に、身体の中でも目と耳を優位と

するような雰囲気を感じるシステムが形成されていく可能性もあるだろう。もしそのような

くからだ〉が形成されたならば、子どもたちは実際の世界における雰囲気を身体全体で感じ

ることができなくなってしまう。したがって直接体験には、身体全体にもとづくく世界感〉

や身体全体で雰囲気を感じるられるシステムを形成していく可能性があるといえよう。

以上の議論から、電子メディア時代を生きる子どもたちの教育的課題として、直接体験と

間接体験のバランスを年齢に応じて考えることが重要であることを指摘しておきたい。それ

に加えて、メディアと子どもの関係として、メディアにかかわることによって子どもたちが

人間という存在について再認識していく、それと同時にメディアに対する理解もまた深めて

いく、さらにそれを契機にしてメディアが発展していく、そうした関係をつくりあげていく

ことが大切になってくるのではないかと考えている。

今後の課題は、本研究を足がかりに、直接体験と間接体験の違いについて、さらに異なる

視点から検討していくことである。

注

(1) ｢新現象学運動」については、日本においてほとんど紹介されていない。シュミッツ以外では、

G.ベーメ（伊坂青司．長島隆・監訳）『われわれは「自然」をどう考えてきたか』（どうぶつ社，

1998)が翻訳されている。

『小学館使い方の分かる類語辞典（第2版)』における「雰囲気」の項目

雰囲気という項目は、哲学辞典だけでなく、心理学辞典や教育学辞典にも載っていない。そのよ

うな事実は、雰囲気が研究の対象として十分に位置づけられていないことを示すものである。数少

ない研究の1つに、ポルノーの「教育的な雰囲気」（『人間学的に見た教育学』浜田正秀訳、玉川大

学出版会、1969)という論文がある。

シュミッツ(1986)は、ギリシア時代以降、支配的であった感情理解を「内面投入論」(p.41-43)

と呼んでいる。それに対する批判は、レイヴら(1993)による表象主義に対する批判（第1章）

と同一上のものであり、興味深い。

雰囲気をシュミッツは物体と区別して、「準物体」と呼んでいる。彼によれば、「物体が安定した持

続性を示すのに対して、準物体においてそれらは不安定である。また準物体は知覚経験（とりわけ

身体的知覚）への現れにのみ存し、その背後に基体のようなものが見出されない」（梶谷真司「用

語解説」小川．梶谷真司編『新現象学運動』世界書院、1999、p.137)。また物体はつねにある性

質をもっているのに対して、準物体の性質はつねに一定であるわけではない。さらに物体にはその

１
１
２
３
１
１

(4）

(5)
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性質を規定する何か（基体）が存在するのに対して、準物体にはそれが存在しない。要するに準物

体は、持続性と表出性の2点において、物体とは異なる存在である。

(6)シュミッツは、雰囲気を規定する基体が存在しないと指摘する。ここではアフォーダンス理論を提

唱したジェームス･J･ギブソンの考え方にならい、雰囲気を特定する情報が存在していると考える。

(7)シュミッツ(1986)は、雰囲気を説明するために風呂の例(p.44)をよく用いている。

(8)シュミッツは、身体の状態が変化することを「身体的揺動(LeiblicheRegung)J(第1章）と呼ん

でいる。身体的揺動とは､一言でいえばある刺激によって生じる身体（内部）の変化のことである。

身体的揺動を引き起こす刺激として、シュミッツは感動、考え、決心という内面的刺激のみをあげ

ているが、ここでは外的刺激としての子どもたちの身体の外側に存在する空気に注目した。具体的

に身体的揺動として、シュミッツ(1986)は「狭まる傾向一広がる傾向」と「原感覚的傾向一識

別的傾向」という2つの傾向をあげている(p.53-54)｡2組の傾向は、演劇論の立場から教育や子

どもの問題を論じてきた竹内敏晴(1975)による「からだがひらかれる（またはとじている)」と

いうカテゴリーと同様に、身体性の「アルファベット」(p.53-58)といえる。

(9)印象の説明は、雰囲気を説明するのと同様に難しい。そのことをシュミッツ(1986)は、「意味

深長な言葉だが、それが何を意味しているのかを正確に言うことも、完全に言うこともできない」

(p.38)と述べている。そのうえでシュミッツ(1986)は、印象を「どれも豊富な意味を蔵し、完

結しており、核としてひとつの事象ないしはいくつかの事象と……事態やプログラム、問題とか

らなるカオス的多様の『嵩』とを伴っている」(p.38-39)と説明している。そのことをわかりやすく、

梶谷（2002）は事態とは「何が起こっているのか｣､プログラムとは「どうすべきか｣､問題とは「ど

のような問題や危険があるのか」を意味すると述べている。

(10)シュミッツ(1986)は､雰囲気を感じる体験を｢雰囲気として感情をただ知覚する」体験､｢雰囲気(感

情）により情動的に襲われる体験」(p.84)に区別している。それについてシュミッツは、クリス

マスプレゼントが配られる会場の雰囲気を例に説明している。子どもの場合、会場の空気に身体全

体でふれていく。その結果、生じた喜びの感情は、あふれんばかりに顔の表情として現れる。さら

に喜びの感情は言葉として、また行為として現れるときもあるだろう。それに対して大人の場合に

は、子どものように身体全体で会場の雰囲気を感じることができない。喜びに満ちた空気が身体の

まわりに存在しているにもかかわらず、大人の身体はそれにふれることができない。なぜなら、大

人は身体ではなく頭で空気を察してしまうからである。要するに、身体の状態に何らかの変化が生

じることなくして、雰囲気を感じていくのである。大人による雰囲気の感じ方は、電子メディアの

世界において雰囲気を感じる体験に似ている。

(l1)シュミッツ(1986)は、感情移入を「感応」という視点からとらえなおしている。彼によれば、

感応とは対象のとりこになり、対象と自分とのあいだに隔たりがなくなることである。その際に彼

が強調しているのは、対象の存在する世界に対して心理的にではなく、身体的に移入しているとい

う状況である。この点に、従来の感情移入把握とシュミッツのとらえ方の違いがある。
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