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舞踊認知の意味論的研究(その－）
、

金城光子大城宜武

■

OntheAppreciationofDance（１）

－ASemanticalupproachtogeneraItheoryofdance-

MitsukoKINJO＊YoshitakeOSHIRO*＊

ＴｈｉｓｉｓａｔｒｉａＩｐａｐｅｒｔｏｗａｒｄａｇｅｎｅｍ］theoryofdancefromthesemanticalpointofview、

Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ，ｗｅｄｉｆｉｎｅｄｄａｎｃｅａｓ、msign-meanimg"，thestructureofwhichwasconstructedwithfour

items；object，feeling，behaviorandconception；ａｎｄｉｎｔｕｒｎｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｅａｃｈｉｔｅｍswasdifinedin

ordertosignify，Sense，signal，andconcept，wethendiscussedtheproblemsofexpression,communication，

evaluationandperceptiomindance・

Inthepresentstudy，wereportedeleventermmologicaIdifinitionsandtwelvehypothesesofdance，

andtentativeIycomposedamodelofdancesystemas､dance-communication-moder．（See・Fig.3）

Afterthat，ｗｅｔｒｉｅｄｔｏｄevelopmethodsofmeasurementofmeaningand/orimportofdance,thatisa

mathematicaltriaItodiscribetheeastheticperceptionofdance・Twomethods，unidimensionalandmul-

tidimensionalquantifications，werereviewed，ｂｕｔｗｅｄｉｄＩｕ，tdrawanyconclusionsconcerningmathmatical

discriptioｍｏｆｄａｎｃｅ・Nevertheless，ｗｅａｓｓｕ㎡edthatsemanticaldifferentiaImethodwiIlbehopeful．

[I〕妃号としての芸術

佐々木（４１）によると，パウムガルテン以後美学は

美を直接そのテーマとすることをやめ，美しい対象をい

かに知覚するかの問いを以って美への問いに代えてきた，

という。美しい対蒙である芸術作品を記号またはシンボ

ルとみなす考え方は一般的になりつつある

（cfCassirer，Ｅ､，Dewey．』.，Langer，Ｓ、Ｋ，

Morriss．Ｃ，ZachariasOG.，Wallｉｓ，Ｍ・

圏見，川野）

周知のように，カッシーラー（２）は，人間を「シン

ボルを操る動物animalsymbolicum」と定義した。

PeirceC・Ｓ（３７）は人間そのものを「記号」とみ

なしている。彼は「、、、すべての思考が記号であると

いう命魎と，人間の生活は思考の迎続であるという命題

序

舞踊活動が舞踊作品を彊桑として，創作者，演者，鑑

賞者から成立するのは周知のことである。従来舞踊研究

は創作論，作品鎧，舞踊家欝，鑑賞鎧としてそれぞれ個

別的になされてきたようである。しかし舞踊の一般理論

を形成するためには個別研究が結合され，より抱括性の

あるものに編成される必要があると思われる。小稿は舞

踊作品がAll作者から演者を練て鑑賞者に伝違される過程

を，舞踊コミュニケーション過程とみなし，その理論・

仮説を設定することを目的とする。舞踊作品が伝える内

容を「意味ｍｅａｎing」または「趣意import」とし，

との意味／趣意の認知榊造と認知体系についての説明原

理を仮設することによって，舞踊の総合理論体系化への

手がかりとしたい。

⑮

が

＊Phys・Educ.，ＣｏｌＬｏｆＥｄｕｃ.，Univ・oftheRyukyus．

＊＊Univ・ofOkinawa-Kokusai
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これを図示すれば次のようになる（Ｆｉｇ￣Ｉ）から，人間が記号であるということが証明できる」とj１国

べた。

記号としての芸術作品は「意味」を有している。佐々

木は，

一一一芸術作品としての存在を栂成しているものは

意味である。意味によって存在者を形成する芸術ii1I

造は虚無からの創造に極めて近い。ただ人間に免が

れえぬことは，物的存在なくしては，意味を指定し

えない，ということであり，意味は芸術存在の溌体

である。（４１；Ｐ８１）

と述べて，「意味」が芸術にとって重大である点を指摘

した。記号としての芸術作品は「物的」である。この物

性に支えられて「意味」があり得、そして「意味」なし

には，芸術的創造は起らない。記号と意味は不離不即に

結合しあっていることになる。ところで，意味と人間と

の関わりはどうであろうか。デューイは次のように主張

している，

－－－物理的接触に反応するのではなく意味ｍｅａｎ

－ｉｎｇに応答し，意味を利用する能力が，人間と他

の動物との差異をなす。（６；Ｐｌａ）

デューイは「意味に応答すること」を人間のしるしとし

ている。この時．「意味」は物理的存在物としての「記

号」に荷われている。このことをモリス（２６）は，記

号物sign-vehiecleと命名している。「記号」と

「意味」との関係を「記号一意味」関係と呼べばⅢわれ

われは，カッシーラーのことばにならって，人間を「記

号一意味使用動物」と定義づけることができる。いみじ

くもWitgensteinはⅢ記号は使用によって意味を得

ると言ったが，芸術作品に限らず，一般に記号は使朋の

中で意味を礎得していく（cにデューイ（６））。

大城（３３．３４，３５）は，その－iiiのデユーイ意

味誌の研究において，記号の有する代理能力represen

tativecapacityに着目し，記号一意味関係を基軸と

する。次のような記号の四項櫛造モデルを提案している。

１）記号一意味機能は，概念，行動，憎感，事物を項

とする四項的織造をなす。

2)記号は,概念を表象し(tomeanl行動を信号

し（tosignal），情感を表現し（tosense)襲

物を意義（tosigniIy）する。

⑥

情感

勺セ
ン
ス
機
能
記

●

概念
表象擬能

、￣

Ｆｉｇ：Ｉ「妃号一意味」の横道モデル

記号の四つの項皿概念，行動，↑Ilj感，事物に対応する

「機能」をそれぞれ「表象」，「シグナル」，「センス」

「意義」と呼ぶ。以上のような榊造と機能をもつ「記号

一意味」を使用するのは，むろん人間に限られるのであ

る，そして通常の場合に人間の記号一意味過程は「伝達

する」側面と，「受容する」側面により成り立つ。これ

を芸術過程に転用すれば，芸術家は芸術作品を「伝達す

る」ことになり，鑑賞者は芸術作品を「受容する」から，

この過程は，

⑤

のように図式化することが可能である。したがって，こ

れを大城（３５）のモデルにあてはめて考えると，記号

一意味としての芸術作品の使用が，

３）創造的，伝達的であれば，芸術作品は，概念を陳

述し，行動をjiiI職し，情感を表現し，事物を指示

するように機能する。

４）受容的・理解的であれば，にえられた芸術作品の

概念を理解し，反応的に行動をおこし，悩感を誘

発し，事物を想定するように機能する。

ということになる.これが「芸術活動」と呼ばれるもの

の要約である。この事情において宮城（２３〕の主張は

当をｲ\ている。

芸術活動では作品が目的であり，本質であって，

芸術家は美の快磁を与えるような調和をもった形式

をつくろうと意図し，観察者は，他人の創作したも

｡
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のによって，との快感にひたろうとする

（ＰＲ８－９）

川野（１６）は，伝統美学に対して，分析蒐学，記号美

学，情報美学，さらには計算擬芸術について薗及しなか

ら「伝統美学が，内観あるいは内省をもとにし，伝統的

な実験美学が，１if受－１１１１作の芸MWFimljを主として？受の

側に遁点をおいて，科学的に解Iリルようとしていた」

（Ｐ、２５７）ことに不満を表明している。すなわち，

亨受一創作関係として把逼されるべき，芸MRj活動にあっ

て，実験美学が，Ilil作の側面について何ら賞献してない

というのである。ランガー（２１）は，まさに，との創

作の側からの芸i噺学を展開している。ランガーは「芸

術哲学はliIl作者のスタジオに始まるべきであって，鑑賞

者の画廊，公会堂，凹普館淳に始まるべきでない」とい

う信念を表明していた（Piv)。すなわち，享受者ある

いは鑑賞者中心の芸iIlj捻から，別作者中心の美学への転

換が語られている。しかし実際には．Ｆ受背も，jiII作者

も，そして作品にも同聯な関心と注意がむけられてしか

るべきであって，その【１１のいずれかに偏するのは．生産

的とはいえないであろう。

観，II1ﾙ札内的現実を表現する（２０ｂ；Ｐ、３１）

さらに，

、、、、MFI汁の表現は，倫理的な意味での「表現作

用」であって，感受性や怖感やさらにより複雑な頭

脳作)i]の柵造を表示して，普通的に，つまり抽象的

に遡識させる作用である。このような種類のシンボ

ル化か笈術作品の騒本的樋能であり，このために払

は芸術作品を表現的形式と呼ぶのである。

（２０ｂ：ＰＰ、１５４－５)。

ランガーにおいて「芸術作品」は「表現的形式」と呼ば

れる。この「形式」は何を伝えるのだろうか。

ランガーにおいて，芸術は通常の意味での伝達はしない，

芸術過程における「伝達」を，ランガーは「芸術家によ

る芸術作品を通しての鐘貧者」への伝連を問題にしない。

ランガーにあっては「芸術がある時代，あるいは国につ

いて，くつの時代，くつの国の人々のために報告するこ

と」が芸術の伝達である（２０ａ：Ｐ、６７７）。この時

伝達される「もの」をランガーは「生命的趣意Ｖｉｔａｌ

ｉｍｐｏｒｔ」と呼ぶ。たとえば，このことは次の引用に明

らかである。

liUiMiのシンボル，すなわち芸術作品を創作する過
、、､、口

程で，ＥＩＩ作省は!)jF案生命的趣意を分節的に表現す

るのだが，その生命的趣意は表現とは切り離して想

像することはできず，従ってそれを表現するまでは

認識することのできないものである

（２０ａ：Ｐ６４３，傍点は６|用者によるノ

デューイは‘笈術作品の伝達性について「芸術作品

objectsofartは表現的であるのでに達する」（７

：Ｐ．１０４）と述べている，さらにこれを補足して，

、、、、伝達することが芸術家の意図すらことであ

るというのではないけれどもこの伝達するという

ことはその芸術家の作品の帰結なのである－たし

かIとその芸術作品は他者の経験の内で作用する時に，

そしてコミュニケーションの中で生命を得るのであ

る（７：Ｐ、１０４）

と述べている。芸術作品はＩ表現的」である，しかしこ

れは単に悩緒ｅｍｏｔｉｏｎを表現するのではない。「情

緒的発敗は表現expressionの必要条件ではあるが十

分条件ではない」とデューイは述べている（７:Ｒ６１Ｌ

また，脈絡はＪ１:林を選択するものであり．素材の秩序

と配列を支配する。しかし惜緒は表現されるところのも

のではない」（７：Ｐ、６９）。

デューイはさらに，悩緒を次のように規定している。

愉締は駆実においても観念においても．ある対象

◎

⑪

〔Ⅱ〕芸術表現と伝連

宮城は「芸術活動は，社､会を意識し，人々に作品を示

そうとする意図をもって行われる，主観的なものであり

ながら伝達可能性をもつのはこのためである」と述べ

さらに「芸術は意図をもってi｢なわれるから’それは単

なる感情のホトパシリではない。感愉のホトバシリつま

り感情の表出と感怖の表現は同じでない」として，芸術

の伝達性と表現性を指摘している（２３：Ｐ、９）。芸

術が表現するものが何であるかについてのランガーの意

見は，おそらく卓趣したもののひとつである，女史は芸

術が表現するのは｜現実の感情はなく，患ＩＩＩｉについての

観念」であると了irう（２０ａ：Ｐ、８２）。少々長いが，

以下ランガーの所i１曲を，二つばかり利用しよう。

、、、、芸術家が感悩を表現するのは,ただ政治屋

がほらを吹いたり，赤ん坊が笑ったり泣いたりする

仕方とはちがうのである。一般には，無定形で混と

んたるものと考えられている捉えにくい現実の形相

を定成化する。つまり，主観的な領域を客観化する

のである。したがって，芸術家が表現するのは彼自

身の現実の磯II1iではなく，彼が認識する人間感燗な

のである。ひとたび彼が既富なシンボル体系を極得

すれば，その認識は，実際，彼の個人的経験全部に

まさることさえあり得るのである。芸術作品は人生

｡

Ｃ
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ジ群の貯蓄があって，そのうちからある特定のイメ

ージが選びだされてメッセージ（message）（Ｍ）

となる。

つぎにこの現実に選びだされた特定のイメージであ

るＭは造形芸術の場合でも音楽や文芸の場合でもつ

ぎの送信器（transmitter）（Ｔ）である芸術家の

肉体，特に手によって符号化（encoding）をうけ，

芸術作品という記号に転換される。そしてこれらの

記号化された芸術作品は，享受者の受雰器1可である

目や耳という受信器（receiver）（Ｒ）をとおして

解読（decode）され，ふたたびはじめのＭである芸

術家の意図した原イメージと類似のイメージに転換

され,目標（destination）すなわち享受者のなか

に最終的にうけとられる（１６：ＰＰ、１４７－８)。

このコミュニケーション・モデルは，芸術作品ｃｏｄｅを

中だちにした，創作過程encodingと鑑賞過程ｄｅｃｏ

ｄｉｎｇにより構成されていると見なすことができる。芸

術作品が伝達するのは「メッセージ」であり「イメージ」

である。

に対する情緒であり．ある対象から生じた情緒であ

り，対象についての情緒である（７：Ｐ６７）

したがって，情緒とは，すでにある個体の内部に完成し

て存在するものではない。こうして，「表現とは混濁し

た情緒の明確化である」（７：Ｐ‐７７）という「表現」

についての定式化がなされる。すでに述べたように，ラ

ンガーは芸術を「表現的形式」と呼んだが，デューイは，

この表現について「表現は意味に重きをおき，装飾はセ

ンスを麺んずる」（７：Ｐ、１２４）とし，「科学は意味を

陳述し，芸術は意味を表現する」（７：Ｐ８４）と主

張する。すなわち芸術における表現とは，意味の表現で

あり，意味の表現によって，混濁したＩＩｌｉ緒を明確化する

のである。混濁した情緒は，ある概念についての情緒で

あり，ある行動についての情緒であり,別のある情綣に

ついての情緒であり，ある事象に対する情緒である。こ

れが表現されるのは，単なる感情の表出でないかぎり,

記号化によるであろう，したがって，Ｆｉｇ．２のような

「情感の構造」モデルが可能である，この図はＦｉｇ．１

の「記号一情感」関係のうち，「情感」の部分を拡大し

たものである。

、

③

〔､）舞踊コミュニュケーシヨン・モデル

いままでの論議をもとにして，舞踊の総会理論をめざ

しての作業仮説を次のように提案したい。

仮説1．舞踊を「記号一意味」とみなすことができる。

仮説2．舞踊過程は記号一意味の使用過程であり，この

記号一意味の使用が，

ａ，探究的・創造的であれば創作過程

ｂ，理解的・表現的であれば演舞過程

ｃ，享受的・評価的であれば鑑賞過程

である。

定義1．舞踊としての記号一意味を「舞踊作品」また，

単に「作品」ないし「コード（code）」と呼ぶ。

定義2．ある目的やイメージやアイデアをもってコード

を作るものを「エンコーダー（encoder)」と呼

び，コードを作ることを「エンコーディング

encoding」と呼ぶ。

定義3．コードを修得し,炭じる者を，「パーフオーマ

ーperfbrmeLlと呼び，コードを修得することを

「プラクティシングpracticing｣，コードを演じ

ることを「パーフォーミングperforming｣と呼

ぶJまたこの時演じられたコードを「パーフォー

マンスperformance」と呼ぶ。

定義４，コードを解読し，享受し，鑑賞評価するものを

「デコーダーdecoder」と呼び，解説し，享受し,

感
物
情
事

／
、ＧＩ
、
／

念
動
概
行 ＠

記号

匂

Ｆｉｇ．２憤感の樹造モデル

以上のように「表現」や「伝達」の問題は論者により，

いくらかのニュアンスの違いや主張点に相違があるが，

芸術を記号とみなし，記号としての芸術が「意味」を表

現することについて同意が得られるのであれば，次に述

べる川野の説は，注目すべき知見を示していると言えよ

う。

川野はﾛ芸術作品が記号であり，記号は情報特性をも

つから「芸術作品もこのような情報としての性質をもゴ

（１６：Ｐ、４４）と述べ，そして．シャノン．ウイバー

のコミュニケーション・モデルをその芸術理論に適用し，

「芸術情報の理論」における，コミュニケーションの流

れを次のように説明している。

まず芸術家の脳のなかに情報源（information

source）としての論理的に可能なさまざまなイメー

｡
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鑑賞評価することを「デコーディングdecoding」

と呼ぶ。

仮説3．舞踊過程はエンコーダーからデコーダーヘのコ

ードの伝達過程であるとみなすことができる。

仮説4．エンコーダーは，デコーダーのコードへの反応

によってコードを修正しより適合したものにする。

仮説5．パーフォーマーはデコーダーのパーフォーマン

スへの反応によってこのパーフォーマンスを修正

し,より適合したものにする｡

定義5．コードまたはパーフォーマンスの修正・適合作

用を「フィード・バックfeedback」と呼ぶ。

定義6．舞踊過程は複数の伝達チャンネルをもつ。

定義7．デコーダーのコードの知覚・記憶・想像・判断

・概念・痩得等，および情報処理に関する心的活

動を舞踊認知と呼ぶ。

仮説6．舞踊認知は通常パーフォーマンスを通してなさ

れる。

仮説7．舞踊認知はデコーダーの過去の「経験」によっ

て規定される。

定義8．ある有機体が他の有機体を含む環境との相互作

用で猶得した自己および環境に関する知識を「経

験」と呼ぶ。

仮説8．デコーダーの舞踊認知は比較的安定した檎造を

もつ。

定義9．適正なコード伝連およびコード認知またフィー

ド・バックを妨げる要因を「ノイズnoise」と呼

ぶ。

仮説９ノイズはコードを過大あるいは過少に認知また

はフィード・バックさせ，伝達過程のあらゆる場

面で生起する。

仮説１０ある個人または集団が

ａ，エンコーダーとパーフォーマー

ｂ，ユンコーダーとデコーダー

ｃ，パーフォーマーとデコーダ－

．，エンコーダーとパーフォーマーそしてデコーダ

仮説１２デコーダーの鰹踊認知の体系は比較的に安定

した榊造をもつ。

以上のことをもとにして，次のような舞踊コミュニケ

ーションのモデルが栂成される（Ｆｉｇ．３を参照）。

｡

わ

Fig.３舞踊コミュニケーション･モデル

このモデル図は，舞踊作品が櫛想され，創作され,習

綿され，かつ，演じられ，鑑賞される時間的推移に従っ

たものである。

このモデルにおいて０パーフォーマーによるコードのデ

ューディングをプラクティシングと呼び！またパーフォ

ーマーによるエンコーディングをパーフォーミングと呼

んだのである。おそらく，デューイの次のことばは，こ

のモデルにてらしあわせた時｡よりよく理解できるであ

ろう，デューイは「芸術家がその創作にあたって経てき

たのと同一の過程を，われわれ自身の生活過程の中で経

ることによりⅢわれわれは芸術の趣意ｉｍｐｏｒｔを十分

に把握する」（７：Ｐ、３２５）と述べ，また「意味が

純粋に美的となることもある。それは味わうことにおい

て，それがあるところのものとして充たされ享受される

ものである」（６：Ｐ，２８９）「直接に表現されうる諸

価値や諸意味がある」（６：Ｐ、７４）と主張していた。

すなわち，直接的に享受され充足される意味を表現する

のが芸術作品であり，この場合は舞踊過程における舞踊

作品がその享受される対象なのである。言うまでもなく，

舞踊において，その意味ｍｅａｎingもしくは趣意ｉｍ

ｐｏｒｔは，演じる素材であるパーフォーマーの身体によ

り，文字通り体現されるのである。

妙

｡

を兼ねることがある。

定義１０仮説１０のｂ,ｃ，。において，デコーダー

によるコード認知を自己認知と呼ぶ。

仮説１１．デコーダーの舞踊認知によってコードは蝋理

・分類・関連づけられ体系化される。

定義１１．コードが整理・分類・関連づけられてできあ

がった体系を，デコーダーの「舞踊認知体系」と

呼ぶ。

〔1Ｖ〕評価・鑑賞における「価値」の問題

一般に芸術の評価，鑑賞の問題は「価値」の問題と深

＝〕1－
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〈関わっており，しかも「価値」は複雑，精妙であり，

迷宮をなしているようだ。ここでは価値論に深入りせず，

価値判断とか価値付けの,数量化・尺度化を想定して，

価値基準について考察したい。

価値論の歴史を瞥見すると，大まかに言って次の二つ

の流れが認められる，すなわち価値を，１）ある特定の

対象または対象の属性として，客体の側の状況織造の要

紫とみなす。２）態度，観念,好みとして主体の側の

意識構造の要素とみなす。３）上記二つの相互作用と

みなす観点である。見田（２２）は，前者の二観点に関

連して次のように述べている。

＜価値＞の概念は，（A）〔われわれは何をlIlU値
、、

あるものと考えるべきかに関する主体的実践の指針
も､、

としての〕客観的価値概念と，（Ｂ）〔ひとびとは

何を価値あるものと考えているかに関する，客観的

研究の対象としての］主観的価値概念とに分化する。

（ＰＰ、１４－５，傍点は原著者）

ランガーは，芸術作品の価値を対象の属性と見ている

ようである，ランガーは「ある芸術作品が他の作品より

なぜ優れているのか」といった類の質問を次のようにコ

メントしている。

、、、、これは誤った質問であると私は考える。芸

術作品は普通比較不可能なのである。一定の基準に

従って芸術作品の価値評価をしなくてはならぬのは

懸賞審査員のみであるが，その基準も当然窓意的で

あり，多くの場合応用不可能なものである。有能な

審査ｕたちは基準を定めることすらしない。、、、、

成功した作品の間には，確実な選択原理がないので

ある。個人的なあるいは社会的な要因が，普通きめ

手となるのだ。つまり「評価」は意味のないことな

のである（２０ａ：Ｐ、６７０）

ランガーのこの主張は芸術の「価値基準」について模索

している小論への手ﾘﾘWiい批判であるようだ。ところで，

直接，芸術的価値について言及するのではないか,上山

の説は，あとでみるようにKluckhohnや見田の主張

する価値論ときわめて酷似した表現をする。上山は次の

ように述べている。

「価値」という概念はさまざまに解されているが，

私はこれを対象の性質と見る税には全く反対であり，

主観と対象との何らかの関係と見る税も，一見無難

のようでいて，問題の核心にふれることを回避する

下手な説にすぎないと考えており，私自身としては，

さし当り，「価値」を，「主体の生存に必要な選択

作用における選択蕊準として機能する表象」と解す

ることにしている（４８：Ｐ、３５３）。

このように，上山は基本的に「価値」を「選択の基準」

とみなし，選択する主体が個人である場合と集団の場合

と区分し，さらに選択作用が，「直接的か間接的か」に

よって，価値概念の多様性が榊成されるとする。

クラックホーンは「価値」を定義して，

行為者にとって可能な．行為のさまざまな方法，

手段，目的の中から選択するにあたって影響を与え

るところの，のぞましきものに関して，個人あるい

は集団が抱いている，明白な．あるいは暗黙の概念

である（１９：Ｐ、３８０）

と述べている.そして｢価値｣は単なる選好preference

ではなく，望ましいものｔｂｅｄisimbleであると規定

する。言うまでもなく，クラックホーンの定義は，価値

を主体の側の要因に見ている。

見田は１１個の限定条件をセットにして，「価値」を

次のように定義する。

価値を「主体の欲求をみたす客体の性能」と定義

する。なお，（ａ）その一般的機能は，意識的行為に

､おける選択の基準となることである。また，（ｂｌそ

れは元来，人々の選択行為から推論された櫛成概念

である。（２２：Ｐ、１７）。

この説は，「選択の基準」に関して，上山の説と一致し

ているが，それは主体の側だけに関するものでなく，対

象をも念頭に樋<,さらに，対象そのもの（客体）でな

く対象の性能（偶性，特性，能力，力，あるいはそれら

の程度）と限定することにより，「望ましきもの」と主

張するクラックホーンの説と対立する。見田は「価値」

を「望ましいもの」ではなく「望ましさdesirability」

だと主張する（２２：１８［）。見田のこの説を，われ

われは主体と客体との相互作用として「価値」を定義し

たものと理解する。

以上，「価値」一般についてのいくつかの説をみてき

たが，次にデューイの「美的価値」に関する二つの主張

に目を転じよう。デューイは芸術の鑑賞・評価について

「価値基準の本質」について次のように述べている。

いかなる人も，自己の過去の経験によって，さま

ざまな経験および教育によって．いろいろな経験の

価値についてのある基準をもっている。たとえば正

直，親切，忍耐，忠誠などを道徳的美と考え，ある

典型的な文学，絵画．音楽などを美的価値と見る。

また，人々はこれらの価値を判断する一定の法則，

たとえば道徳上の黄金１Fとか，審美的調和，均衡Ⅲ

配合とか,知識上の正確さとか明析さ，系統性とか

分

⑤

＆

｡
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Ａ－次元量による価値の測定
について知っている。これらの原則はいづれも親と

か教師が常に直俊，児童に教えようとするところの

新らしい経験の価値を判断する基埠としてきわめて

重要である。しかも児童はこのようにして教授され

た基準が単に符号的なもの，すなわち主としてあり

ふれたもの，言葉上のものにすぎないものになりか

ねない危険を覚らない。実際．有効な鑑準は，教え

られた基準とは全く異なり，ある個人が自ら具体的

な事柄を通じて，特に意味深いものとして鑑賞した

直接経験に澱づくのである。（８：ｃｈ、１８）

また，鑑賞・評価において「想像力」の采す役割を次の

ように強調する。

鑑賞は符号的または間接的経験とは区別すべきも

のであるが，知的能力の作用すなわち理解力とは別

ものではない。厳密な意味で，「事実」の知覚には，

想像力をともなった人格的応答が必要である。想像

力はいかなる種類の鑑賞にもその媒介の役割をはた

すものであり．人間の活動がたんなる機械的な活動

でないのはとの想像力に負っているからである。

（８：ｃｈｌ８）

以上長い引用になってしまったが，要約すれば，鑑賞，

評価の基準は，直接的経験によってHf得されたものであ

り，また鑑賞・評価において「想像力」が媒介すること

により「価値」を増大，深化させる，ということになろ

う。ところで，すでにみたように，ランガーは芸術の優

劣比較に否定的であったが，後には，「観念の表現法に

優劣があるのと同様に，芸術作品においても感情の表現

に優劣があり，したがってこれが作品そのものの優劣に

つながるのである」（２１ｂ：１５６）と述べるにい

たっている。

Catton（３）はⅢThurstone（４６）による「比較判

断の法則」を価値の測定に適用して三つの実験的テスト

を施し，価値の比較可能性を主張した。

Morris（２７，２８）は一連の絵画における価値の研究

を行なった。彼の研究はまず，七段階尺度で絵画の評価

（appraisal）をさせ（Ａ－評価と呼ぶ），絵画評価に

おける「良い－悪い」が絵画の客観的性質と直接関係の

ないことを見い出した，ついで同じ絵画をやはり七段階

尺度で選好（ｐにferance）評価させ（Ｐ一評価と呼ぶ）

Ａ－評価との相関を調べた，Ａ評価とＰ－評価の相関は，

､０５～０．９９の範囲にあり，明確な対応関係は結論づけ

られなかった。その後評定者の体格型ｓｏｍｏｔｙｐｅと，

Ａ一評価，Ｐ一評価をクロスして分析したところ，体格

型が評価・選好と高い相関をもつことを見い出した。モ

リスは股終的に，絵画の有する客観的タイプ（性能）と

選好のIMIに高い相関があること，体格型と選好との間に

高い相関があることから「主体は自己の体質上の必要を

充足するような状況を象徴する絵画を高く評価する傾向

がある」と結論づけた。

モリスは価値評価を「主体と客体との両者の関数」とし

たのであった。

川野（１６）は「芸ili酌価値とは．芸術作品がそれを

見る人に満足をあたえうるはたらきである。ゆえに価値

は作品の客観的性質に関係するとともに，またみる人の

能力にも関係する」（Ｐ：２１１）と述べた上で，情報

美学の系列に属するMax・Bense.,し、Meyer.,Ａ、

Moles・の芸術価値論を紹介している。

ベンゼは，シャノン（Shanonn）の一般的情報理論

を音楽の評価にそのまま採用して，音楽の価値を情報量

に還元して考えた．すなわち，情報戯の大きい音楽が価

値の高い作品ということになる。すなわち複雑で人の意

表をつくような新奇性に富んだ作品が価値の闘いもので

あり，単純な規則性をもった作品は価値が低いというこ

とになり，たとえばラベルの「ボレロ」がモダンジャズ

には劣るということになるが，現実には，必ずしもそう

なるとは限らないであろう。

メイヤーは，音楽において音の流れの間の複雑微妙な

結合が多くの抵抗と不確実さ，したがって惜報をもつ限

りにおいて，その作品の価値が創造されるのだとする。

ただしメイヤーは単に情報過即価値とみなしたわけでは

なく，作品のもつ客観的情報戯と，きき手の情報処理能

力と関連する主観的情報量によって音楽の価値が決定さ

れるとする。

｡

｡

ロ

⑨

〔Ｖ］価値の判断および測定

「価値」の測定について吉田（５０）は一次元趾と多

次元趣の尺度柵成について紹介している。そしてまた吉

田（４６）は，一次元尺度構成のほうが多用されており，

混入した誤差を除去するのに有利であると説いている，

しかし現実には，ただ一つの特性のみが異なるというの

は例外に属し「手さぐりで，はじめての領域に踏みこむ

段階．定性的な次元数．あるいは種類を問題とするよう

な場面では，多次元的数量化が必要である」（４６：Ｐ

２４）とし，そのような問題がある程度かたづいて，定

丘化を必要とするとき，一次元的数避化を用いる万がよ

かろうと示唆している。

-３３－
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テムとみなすことができる。各レベルにおける客観的情

報量をＨ，そのレベルに対応する享受者の最適情報受

容鼠をＨｈとすれば，たとえばレベルにｉにおける作

品の価値は公式①からＶ＝ｆｌＨｉ－Ｈ'Ｕとあらわすこと

ができる。したがってnlEiの階掴構造をなす作品全体の

価値は

ｎ

Ｖ＝囚flIIn-Hfil……②
と定義されうる。

モーレによれば芸術は，セマンティックな情報とエス

テーティックな情報をあわせもち，単に情報且の多寡の

みが芸術価値の要素ではなく，そこには、意味的な構造

性も無視しえない要素としてある。

モーレ（２８）は，芸術作品の享受者は作品の伝える

情報（Ｈ）を受容し解釈するためのある一定限界内の情

報処理能力（Ｈ')を有するという。したがって主体はそ

の情報処理能力内の作品を理解することができるのであ

り，新奇性をもたない情報鉦の低い平凡な作品ほど受雰

されやすいことになる。ところで実際の音楽は，最初か

ら最後まで，ある一定の情報、を保持しているのではな

くむろん商低があるのであって，曲のある部分は，

Ｈ＞H',ある部分はＨ＜H′またはＨ＝Ｈ'ということ

がありうる。そして情報処理能力には，個人差があり，

総体的にみて，ある曲は，ある個人にあって彼の処理能

力の限界をはるかに越えていたり，またはきわめて下ま

わっている。このようなことからモーレは．芸術の価値

をその作品の情報鼠の高すぎもせず低すぎもしない適当

なかねないに求め，しかも，作品の精報段と享受者の有

する処理能力との相関として定式化した，すなわち，価

値をｖとすれば，

Ｖ＝ｆｌＨ－Ｈ'１………①

となる。この時Ｈ′すなわち主体の有する情報処理能力

は，彼の過去の経験や学習ロ生活環境等によって規定さ

れ，その作品についての前知識の有無によっても左右さ

れるものである。

しかし上式がモーレの説の全てではない，モーレは

「シンボルは先天的にその受容省に知られたはっきりし

た形態をなすグルーピングとして定義される。」（２４：

Ｐ、１２４）と述べている。たとえばある印刷紙面の活

字が１）全体として活字の集合として把握され！次に

２）これが文字として理解され，３）語として受容さ

れる。それぞれの段階で印刷紙面はそれ自身のシンボル

・レパートワールrepertoireを持ち，情報を発生する。

段階が上がるにしたがってリダンダンシーrcdundancy

が多くなり１iili報が平凡になっていく。この活字．文字，

語というシンボルは，活字がいくつかに分節され文字を

なし，文字が結合して単語となり，単語の集合でセンテ

ンスとなるという風に階層性をもつ。すなわち「芸術作

品をふくめてどのようなメッセージも，人間に対してこ

のような有限個の階層的につつまれた記号の集合からで

きている。そしてどの記号のレベルでも，シンボル,レ

パートワールの結合やサブ・ルーチンが，その上により

単純な記号としての上位記号を構成するという風にして，

複雑な記号レベルから単純な記号レベルへと記号レベル

の積層化がおこなわれる。こうして一つのメッセージ全

体ができている」（Ｐ、２２１）。芸術作品はｎ個（、

＝1.2.3...．・・・）の階層構造からなる情報且のシス

己

の

Ｂ多次元世による価値の測定

「おそらく多次元であると思われるがⅢどこまで分類

し，どれとどれをまとめるべきかの基準が明確でない分

野において，その効果はもっとも大きく発揮されること

になる」（５：Ｐ、６２）というのが多次元趾による測

定法への期待である。多変量解析の技法は意味微分法

（以下ＳＤ法と略立する）や多次元スケール（multi-

dimensionalscaling）があるが，因子分析法との併

用により，いくつかの変、を数次元に単純化する軸を求

め．ある対象についての必要にして十分な条件を備えた

説明榊造を提供するものとして用いることができる。

恩田（３０）はＳＤ法を用いて次の仮説を検証する実

験を行なった。

仮説：刺激対象に対する好悪感情の程度（万向と強度）

は，被験者が刺激対象に現実に認知した対象感情価

（感情の種類とその認知強度）と，被験者の過去経

験に基づいて形成されている追求・忌避１．M１$体制と

によって規定される。

この仮説は対象の価値（好悪感情）を，対象の性能（感

情の種類とその認知強度）と主体の（追求・忌避感情）

との関数とする。特に注目すべきは，客体の客観的記述

だけでなく主体の側の条件として，岩下の提案した「情

緒論」ともいうべき「追求・忌避感情体制」の概念を採

用していることである。岩下は「快一不快」を価値感情

とし．価値感情以外に「興奮一沈静」，「緊張一弛緩」

「明一暗Ｊの三次元．六種類の感情を区分した。この六

種類の感情区分についてそれぞれ２種類，計１２種の

Ieeling-toneを設けⅢ基本的理論仮説を榊成する。

実験の結果は，主体の好む感悩調が認められ，その強度

が強いほどその客体は高く評価され，逆に主体の嫌う感

や

｡
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情の認知強度が高い作品ほど低く評価される傾向が明白

に確認され，仮説は支持された。

岩下（１４）は「番組←受け手」過程における番組の

「意味」の認識行動についての解明を試みた。「番組を

櫛成する単位に認知された個々の意味がどのように概括

され，より総合的な意味を形成することになるかの問題」

が論議され，結論として「認知者の追求もしくは忌避す

る情緒的意味をになった構成単位が，それを含む諸櫛成

単位から成る総括的な対象全体の情緒的意味を代理する」

とした。番組の構成単位とは「制作的な表現単位」とし

て定義される。有限個のこのような表現的柵成単位から

ひとつの番組は構成されて，その番組全体はその情緒的

意味を代理する諸樹成単位の感情調がある追求・忌避感

情調をもつ主体に認知されることにより評価される。そ

してひとつの番組を構成する諸単位は，情緒的意味空間

の座標軸上ですべての認知者の

１）追求する方向の意味をになっている，

２）忌避する方向の意味をになっている』

３）追求する方向と忌避する方向が混在する，

のいづれかの場合にわけられる。

それぞれの場合における概括される意味の予測式を岩下

は以下のように記述している。まず１），２）につい

て言えば

ｎ個の構成単位のそれぞれに認知した．好悪決定要

因と関連する情緒的意味”の強度を，「非常に」と

か「やや」とかのcategoricalな副詞を用いて￣

ｒから＋Ｘまでのpointに区切った両極尺度上の

位置CZi（ｉ＝１．２．３.………、），ｎ個の櫛成単位

のうちで上記の意味の強度が最も高いものの同上尺

度上の位樋をａｍａｘ，ｎ個からαｍａｘ1個を除

いた残りの楢成単位数を、－１でそれぞれ表わし，

総括的な対象全体の“好悪決定要因と関連する情緒

的意味”の同上尺度上の位置を〃で表わすると，

αmax＝ｊｒならば

ｒ＝汀.………･………・〔１〕

ｒ－ＣＺｍａｘ≧１ならば

１ｎ－１ａｉ

Ｘ=α…ｍ－１昌一Ｘ……〔2〕
という予測式が成り立つ。

３）の場合には

尺度上の一（マイナス）の方向にある諸構成単位か

ら予測されるＸをＸＮで，＋（プラス）の方向にあ

る諸構成単位から予測されるＸをＸｐでそれぞれ表

わし，総括的な対象全体の嵐好悪決定要因と関連す

ろ情緒的意味,，の同上尺度上の位腫をＹで表わすと，

Y-xⅡ伽)ｌＩｌＷ…１３、、」
という予測式が成り立つ。

以上が，ｒ,好悪決定要因と関連する情緒的意味”をにな

った綱成単位が複数である場合の概括機制に関する，岩

下の理解のすべてである｣（１４：Ｐ、２４１）というこ

とになる。

IuM背調として，客体のもつ性能および主体の好悪嬢情を

操作的に定義し，それをもとに，主体の客体認知の強度

を測定し，との測定値で番組の意味強度を予測する，し

かも複数の構成単位を有する番組全体を概括する予測式

をも提案し，その実用性を示唆している岩下のこの着想

は卓抜したものと言える.とりわけ，櫛成単位の概念は，

先に見た，モーレの階層構造に関する知見と共に芸術認

知および鑑賞・評価の問題に貢献度が大きいであろう。

それはいづれも「意味」を主題としており，芸術を記号

一意味とみなすわれわれの見地からも重要な理論的示唆

を与えるものと期待される。

沙

⑥

ＣＳＤ法による舞踊認知の棡造

周知のようにＳＤ法は対極形容詞尺度でもって対象概

念を評定法による調査技法のひとつである。これの開発

者であるＯｓｇｏｏｄｅｔａｌ（３１，３２）はＳＤ法によっ

て得られた「情緒的意味の体系」について次の二つの特

性を主張している，すなわち情緒的意味の体系は卯

１．同言語，同文化を通じて，異言語，異文化の人々

を通じて一般性が成り立つ。

２．諸概念を通じて一般性をもつ（３２）。

この情緒的意味の体系（空間）を織成すろ主要次元は評

価性（Evaluation，Ｅと略記する）。

力量性（Potency，Ｐと略記する），活動性（Activity

Aと略記する）の三つである。

しかしその後の研究によると，オズグッド自身も認めて

いたように，概念と尺度の間には相互作用があり，また

Ｓａｇａｒａ１Ｍ，ｅｔａｌ（４０）は，日本語の意味識造は，

英語のそれと異なり，しかも日本語の形容詞が価値的色

彩の強いことを示唆していた。大城（３６）もそれを確

認している。さらに，恩田（３０）．岩下（１５）は，

被験者と尺度の間に相互作用のあることを見い出し，個

人により意味空間構造の差があることを結論づけている。

こうして，「意味」の一般性は大きく後退したかに恩わ

れるが．しかし岩下は，なおＳＤ法の可能性に大きな期

待をもっている。

砂

｡
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さて金城と大城（４８）は２０個の舞踊作品をフィル

ム映写により，４８人の被験者に４０個のＳＤスケール

で評定させ，三つの因子を抽出し，因子負荷量の高い順

に「評価性（Ｅ）」，「鰯助性（Ｄ）」Ⅲ「明瞭性（Ｃ)U，

と命名した。また金城（１７）は，別の２０個の作品を

フィルム映写により，４９人の被験者に４０個のＳＤス

ケールで評定させ，五つの因子を抽出した。因子負荷量

の高い順に，はじめの三つはＥ，、，Ｃに対応し，新ら

しく「独自性」と命名可能な因子と，「新奇性」と呼び

得るような因子が加わった。

したがって，これら二つの研究から，舞踊認知の構造

についての一義的な緒論を引き出すことはできない。し

かし．舞踊認知がほぼ三つの共通な因子によって規定さ

れ，その他に，その舞踊のみの独自な因子を要素として

持つことが予想され得る。

ＳＤ法の際立った特徴の一つは，（１）同一対象に

対する認知者ごとの意味認知内容，もしくは，（２）

同一認知者が複数対象のそれぞれに認知する意味内

容を客観的に比較し得るようにするためⅢ意味を量

的に記述する共通の座標軸を操作的にi没定するとこ

ろにある。このすぐれた発想は，情緒的意味体系に

関するgeneraIityの主張が後退することによって

でも何ら損なわれることがないはずである（１５：

Ｐ、１９８）

われわれもまた，同様な期待をするものである。

ところで芸術を形容詞的に測定する保証を，われわれ

は，次に引用するデューイの主張に求めることができる。

「芸術は行為のひとつの性質であり，為されたも

ののひとつの性質である。かくて芸術は外面的にの

み名詞によってあらわされうる。芸術は行為の様式

と内容とにつながりをもっているから本来的に形容

詞的である」（７：Ｐ、２１４）

形容詞は方向性をもつ，すなわち一種のベクトルである。

森川ら（２５）は，「名詞十形容詞」が1つのベクトルで

あり，副詞はこれに重みづけをするスカラーiiiだと主張

している。（Ｃｆ・Clilr(5)）。芸術は「外面的」に，すな

わち形式としては「名詞」として表現され，その｢内容」

は形容詞として表現される。したがって，作品の全体を

「名詞」，その騨成単位を「形容詞」としてⅢ弁別でき

るであろう。かくて。形容詞ベクトルの乗数としての副

詞を，ベクトルの程度指数とすれば芸術作品を計、的に

処理することができよう。

以上のことを舞踊作品の認知に適用すればどうなるだ

ろうか。コードは通常パーフォーマンスを通して認知，

享受，評価，鑑賞される。そしてコードが表現的であり

かつ「意味」の伝達がなされる時，デコーダーは，この

コードの「意味」をデコーディングする。この場合形容

詞的デコードが基本であるはずであり，形容詞尺度での

デコーディングの時，コードの認知強度は，スカラーｍ

としての副詞で指標され得る。形容詞尺度による多変量

解析と因子分析を併用することにより「舞踊の意味空間」

を構成する次尤が抽出できよう。この時抽出された次｡亡

（因子）が「認知欄造」を柵成し，諸コードは，この舞

踊意味空間にしかるべく位憧づけられ，いわゆる舞踊認

知の体系が仮設され，共通軸による同一対象に対する認

知者ごとの意味内容の比較判断，複数対象に対する同一

認知者の認知する意味内容比較，判断が可能になる。こ

れはすでにみたように岩下（１５）がＳＤ法に期待した

ことであった。

合

③

Ⅵ残された問題

小論は舞踊作品を記号一意味と見なすことにより，意

味論的な観点から,舞踊の総合理論体系化への作業仮説

を提出することを目的として計画された。本稿で論じら

れたのは舞踊そのものではなく，郷踊についての問題で

あり，いわばメタ鋒､W学とも呼ばれるべきものである。

そして，われわれの関心はもっぱら舞踊における臆味」

の認知にむけられ，かつ．その数鉦的記述の可能性が模

索された。この試みが成功したかどうかは，大方の御批

判をあおぐほかないが，言うまでもなく，われわれは

「仮説」を提出したのではなく，今後の研究を設定する

ために操作的に，概念の定義を行ない，実際の作業を試

行する為のいくつかのアイデアを述べたにすぎない。

そして，「作業仮説」の中から当然派生して来る問題に

わずかに言及して，将来の見通しを，いくらか垣間見よ

うとしただけである。そしてその「実証的」な解明は，

すべて残された問題に属する。この分析を経たあとでの

み，「仮説」の櫛成がＩ)H始されるのであり，今回の試み

はそれへの矛術的考察の段階に位徴づけられよう。

や

｡

付記

本研究の－ffIjは，昭和４９年第２５回体育学会におい

て「舞踊の認知構造について－舞踊コミュニケーショ

ン・モデル試論一」のタイトルで大城宜武が口頭発表し

た。
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