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韓国における美術教育調査
アジア造形文化理解の鑑賞教材開発の一環として

佐々木

宰

北海道教育大学釧路枝美術教育研究室

Research of Art Education in South Korea

ForDevelopmentofTeachingProgramsforAsianArtAppreciation
Tsukasa SASAKI
DepartmentofArtEducation，Hokkaido University ofEducation，Kushiro Campus

要 旨

2001年及び2002年に韓国の美術教育の調査を行った。研究プロジェクト「学校教育におけるアジア造形文
化の鑑賞教材開発に関する研究」の一環として、韓国の美術教育における鑑賞教育の内容及び教材、美術館
及び博物館やオルタナティブスペースにおけるアートシーン、産業として振興が図られている映像メディア
表現の現状を把握するためである。
美術教育の教育課程や伝統的文化、現代美術の動向をみると、韓国と日本の共通点・類似点は多く、両者
を一つの文化圏城に想定した鑑賞教材開発の可能性が示唆された。

いては，日本や諸外国の児童生徒の作品，アジアの文化遺
産についても取り上げるとともに，美術館・博物館等の施
設や文化財などを積極的に活用するようにすること。2）」と

はじめに

本稿は、2001年及び2002年に行われた韓国の美術教育に
関する調査結果をまとめて、考察を加えたものである。

いう記述が「指導計画と内容の取り扱い」の一項目として

加えられたのである。
ただし、「指導計画と内容の取り扱い」という項目は、直

この調査は、筆者等の研究プロジェクト「学校教育にお
けるアジア造形文化の鑑賞教材開発に関する研究1）」の一環
形文化理解のための鑑賞教材を試作することにあった。韓

接的な指導内容を表すものではなく、計画立案に当たって
の配慮事項に近い。この項目以外、つまり目標や内容に関

国での調査の具体的な対象の第一は、韓国の学校教育で行

する項目においてアジアの造形に関する事柄は示されてい

われている鑑賞教育の教材や、そこで扱われている作品と
した。第二は、美術館・博物館やオルタナティブスペース

ない。したがって、「アジアの文化遺産」が具体的に何であ
るかはともかく、「取り上げる」ように配慮する、という事

に見られる美術。第三は、いわゆるアニメやマンガなど、

だけが示されているのである。

として行われた。研究プロジェクトの目的は、アジアの造

このような暖昧さを残してはいるものの、学習指導要領

韓国が国策として振興させている映像メディアとクリエイ
ター養成の現場とした。

においてアジアの造形が鑑賞の対象として明記されたこと

は意味がある。これまでにはなかった造形文化の広がりを
鑑賞教育に取り込むことができるからである。ところで、
従来の美術教育では鑑賞活動の対象といえば、ほとんどが
印象派以降の作家や作品に代表される西洋美術であった。
平成10年の学習指導要領改訂では、このような傾向の是正
策として、日本の美術や文化の鑑賞が重視されており、「内
容」の項目として明記されている。一方、アジアの造形は、

1．日本の美術教育におけるアジア美術の鑑賞
（1）学習指導要領での「アジアの文化遺産」の扱い

平成10年の中学校学習指導要領の改訂によって、美術科

の鑑賞教育に、アジアの造形文化が取り上げられるように
なった。正確に述べると、「各学年の『B鑑賞』の題材につ
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この延長上に「取り扱い」として示されている。
こうして見ると、西洋美術の鑑賞に偏った現状に対する

ては現実的なものとなろう。ただし、この方法では、鑑賞

ものとしてアジア造形の鑑賞が意識されたのではないこと

との対比においてアジアがとらえられてしまうという問題

がわかる。むしろ、西洋に対して意識されたものは「日本」
の美術や文化である。したがって、記載されている「アジ
ア」のなかに、日本が含まれているという視点は見受けら
れない。このようなアジア観の由来と問題点はここでは扱

点が残る。

の対象とされる美術文化が限られるという点と、常に日本

アジア造形や文化を教材化するためには、日本美術や日
本文化のとらえ方に、これまでとは異なった枠組みを与え
る必要がある。たとえば、日本列島と朝鮮半島を一つの文

わないが、学習指導要領の「アジアの文化遺産」という記
述には、西洋美術や日本美術とは異なるものとしてのアジ

化的な圏域としたり、中国付近を加えて束アジアの文化圏

ア造形への意識がうかがえる。たとえば、「日本の美術の源

本美術の独自性を「アジア」や「西洋」といった概念との

流を考える上で歴史的、地理的に深いかかわりをもつこと
からアジア諸国、遠くはギリシャをも含むいわゆるシルク

対比で顕在化させるのではなく、日本美術をより包括的な

ロードといわれる伝搬にかかわる国々の美術にも目を向け

有効であろう。

で美術や造形文化を教材化していくことは可能である。日

文化的圏域の構成要素とみて、鑑賞教材を設定することは

る必要がある。3）」という学習指導要領解説の記述には、西

なかでも、朝鮮半島と日本を一つの文化圏域と想定する

洋や西アジアと日本を結ぶ文化的な経路としての「アジア」

ことは、最初の段階として妥当である。歴史的な関連や民

という意識がみられる。

族、宗教、慣習的な近さから、造形物を直観的に理解でき

アジアをどのようにとらえていくか、またアジアの文化
遺産や造形文化の何を取り上げていくかは、まだ未整備の
段階にある。具体的な鑑賞教材の開発等を通して徐々にア
ジアのとらえ方を考えていくことが求められる。

る文化的な背景を持っている。伝統的な文化に限らず、現
代アートにおける交流も盛んであるし、マンガやアニメ、
映像などの大衆文化、産業文化についても関わりが深い。
美術という領域だけでなく、生活一般に関わる造形や映像
などの視覚的な文化を鑑賞の対象とすることができよう。

（2）アジア造形の鑑賞教材

鑑賞の対象、教材としてアジアの造形を具体化する作業
は容易ではない。「アジア」という地理的な空間を正確に把
握することでさえ難しいのだから、そこに形成される複雑
で多様な文化を傭撤することはきわめて困難である。実際
には、概念的な「アジア」というエリアにおいて特徴的な
事象を個別に選択していくことになるだろう。
現行の中学校美術教科書4）を例にして、アジアの文化遺産

2．韓国の美術教育における鑑賞
（1）カリキュラム・教科書における鑑賞

現在の韓国では、第7次教育課程が実施されている。こ
れは1997年12月に示され、2000年から初等学校、2001年か
ら中学校、2002年から高等学校で実施されたものである。
日本の学習指導要領改訂・実施と時期的にほぼ同じである

としてとりあげられているものを列挙すると、18世紀朝鮮
の白磁、8世紀敦燥の菩薩像、15世紀タイのプラ・スリ・

育における改訂の重点をまとめると、初・中・高の教育課

サンペット寺院、インドネシアのバティック、チベットの

程の一貫性の維持、個性・創造・情緒教育としての性格の

砂竪陀羅、インドの壷絵付け、ダゲスタン自治共和国の絨

強調、学習内容の精通、学習内容の系統性の維持、生活と

毯二l二房などとなる。また、アジアの現代美術として、福岡

美術の関連性の維持、伝統文化の尊重と国際化、鑑賞教育

ので、改訂の基本方針にも共通点が多く見られる。美術教

アジア美術館の紹介、タン＝ダ＝ウ（シンガポール）の彫

の強化、情報化時代に対応した教育方法の多様化、評価方

刻、ツエレンナドミデイン＝ツェレミド（モンゴル）の絵

法の改善、となる5）。日本の教育課程との際だった相違は、

画作品などが示されている。

初等学校から高等学校1学年までの10年間を「国民共通基

上記のような事例をみてもわかるように、アジア各地の

本教育期間」と位置づけ、一貫した教育課程が構成されて

造形文化がいわばランダムにしかも並列的に紹介されてい

いることである。

る。ここから読みとることができることは、アジア文化の

美術の学習内容は、「美的体験」「表現」「鑑賞」の3領域

多様性ということである。広範で多様な民族や宗教、文化

から構成される。この領域構成は初等学校（3〜6学年）。

をかかえるアジアを僻撤しようとするならば、「多様性」と

中学校（7〜9学年）・高等学校（10学年）に共通した枠組

いう言葉で表現するしかない。教科書に掲載されている寺

みとなっており、学年の進行にそった内容の重点が示され

院や仏像、工芸は、鑑賞の対象というよりも多様性を示す

ている。「鑑賞」を例にとると、初等学校水準では、互いの

事例という印象を与えている。

作品と美術作品を見る活動に興味と関心をもち、作品の特

アジア造形文化全体の傭轍の困難さは当然であるが、具

徴を理解し尊重することに重点がおかれている。中学校水

体的な鑑賞の対象を設定して、教材化することもまた難し

準では、興味関心を維持し、時代にともなう作品の特性を

い。したがって、日本文化との影響関係が顕著なアジアの

理解し尊重すること、高等学校水準では、互いの作品と美

造形や文化をとりあげていくという方法は、現段階におい

術作品の美的価値の判断、時代にともなう作品の特性理解、
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美術文化の尊重などが重点として示されている。
鑑賞領域の内容は、「美術批評」と「美術史」の2種の下
部内容から構成される。初等学校を例にとると、美術批評
に相当する内容は「お互いの作品の鑑賞」として示され、
もう一方の美術史に相当する内容は「美術品鑑賞」として

示されている。中学校以降では、美術批評は「美術品鑑賞」、
美術史は「美術文化遺産理解」に相当する。初等学校から
高校までの段階（3〜10学年）にわたる鑑賞教育の内容は

以下のようになる6）。
〈3・4学年：初等学校〉
（1）お互いの作品鑑賞

作品を見ることに興味と関心をもつ。

図1 中学校1学年用美術教科書の鑑賞のページ

（2）美術品鑑賞

地域や我が国の美術品に興味と関心をもつ。
〈5・6学年：初等学校〉
（1）お互いの作品鑑賞

作品の表現特徴を探して説明する。
（2）美術品鑑賞

我が国と他の国の美術品の表現特徴を探して説明する。
〈7・8・9学年：中学校〉
（1）美術品鑑賞

お互いの作品や美術品における表現特徴を探して比較し、
説明する。
（2）美術文化遺産理解

国2 中学校1学年用美術教科書の鑑賞のページ

我が国と他の国の美術の特性を理解する。
〈10学年：高等学校〉

自国の伝統的な美術文化の鑑賞を重点化するというカリ

（1）美術品鑑賞

キュラム上の特徴は、日本の学習指導要領にも共通するも
のである。どちらも、教育の国際化への対応とともに、自
国の文化を尊重するという基本方針をもっている。外国を

お互いの作品と美術品の美的価値を理解して判断する。
（2）美術文化遺産理解

我が国と他の国の美術の特性と背景を理解する。
第7次教育課程における鑑賞教育の大きな特徴は、伝統
美術が強調されていることである。上記の初等学校の内容
を見ても、地域や自国の美術作品が鑑賞の対象として強調
されていることがわかる。この傾向は、内容設定ばかりで

意識することによって自国への意識が喚起されるという共

通の特徴を、両者の鑑賞教育にみることができる。
（2）新しい鑑賞教育の試み

なく、伝統美術の理解を深める題材や指導方法、さらには
教科書の内容選定における基本方針などにも反映されてい

ソウル教育大学校の安意咲教授は、独自の鑑賞教育の方
法論を自著を通して展開している。安教授の著書、『多様な

るという7）。

美術表現とインターネットで学ぶ国宝、宝物の鑑賞学習9）』

教科書を概観すると、鑑賞に関する記載は、生徒の作品
鑑賞、自国の美術品鑑賞、他国の美術品鑑賞の頁が明瞭に
区分されている印象をうける。自国の美術に関しては、古
代の壁画、仏像などの文化遺産、韓国画や民画などの伝統
絵画、陶磁器や金属などの伝統工芸、建築物、書などがと
りあげられている。現代の作家の作品など掲載されている
が、全体的には伝統的な側面の強調を強く感じる。なお、
金によると、最近の教育現場では「民画」への関心が高ま
りつつあるという。「民画」とは定まった形式をもたず、風
俗などを自由に活写した絵画である。その素朴さ、風刺性
と親しみやすさから社会的にも見直されているという8）。

と、『拡散的思考による描画と韓国の民画の学習10）』とを事
例として紹介する。
『多様な美術表現とインターネットで学ぶ国宝、宝物の

鑑賞学習』は、国立中央博物館のウェブサイトを参照しな
がら鑑賞を行うことを前提とした児童生徒の学習書である。
また、教師にとっては鑑賞学習の指導手引きとなる。本書
には、国立中央博物館の所蔵品の中から鑑賞の対象を選定
し、その展示品の輪郭、シルエット、または一部分を欠い
た図などが掲載されている。子供たちはその輪郭線やシル
エットなどの不完全な部分を補うように、自分たちの想像
で図を完成させ、そののちにウェブサイト上で本物の画像
を鑑賞する。自分たちの想像で補った部分と本物との違い
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に着目して鑑賞したり、あるいは類似点を見つけながら鑑
賞する。場合によっては、名画や国宝を自分の好きなよう
に画面上で作り変えることにもなる。従来の受動的な鑑賞
から、児童生徒が能動的に鑑賞したり、作品との自分なり

3．美術館とオルタナティブスペース
（1）国立現代美術館

国立現代美術館はソウル市近郊の果川市にある巨大な美

の関わりを意識したりするような鑑賞指導の方法がとられ

術館である。かつてはソウル市内にあったが果川に移され

ている。

て、ソウル市内には「分館」が徳寿官公園内に残されてい
る。果川の本館は、広大な敷地と展示面積をもつ韓国で最
大級の現代美術館である。ここには、国内外の近現代美術
作品の充実したコレクションがある。とくに、ナムジュン・

パイク（自南準）のビデオ・タワー（正式な作品名はTheMore
theBetter）は美術館の象徴的な展示となっており強い印象
を与える。一方、分館では近代の先駆的な作家たちの作品
で充実したコレクションをもっている。

図3 韓国の民画（本物は中央に人物が描かれている）

また、『拡散的思考による描画と韓国の民画の学習』は、
前半と後半の2部構成となっている。前半は、頁ごとに部
分的な形の輪郭線が与えられ、そこからイメージをふくら
ませて自分の絵を描いていく内容となっている。後半は、
同じような手法で、韓国画に現れるモチーフや図像を学ん

図5 ナムジュン。パイクのビデオ・タワー（現代美術館）

でいく内容となっている。

果川の本館では、管内の一部が「子ども美術館」として
利用されている。この子ども美術館は、国立の美術館の一
角を占め、さらに専門のスタッフとプログラムをもつ本格
的なものである。子ども美術館に当てられている場所は、
開館当初は彫刻の展示ホールに計画されていた広い円形の

空間である。ここでは、小学生をはじめとする子供たちの
ワークショップが行われ、その作品群が展示されている。
ワークショップのプログラムは、夏・冬休みなどの休み
中のプログラムと、小学校の学期中に合わせたプログラム
がある。現在では学期中のプログラムが中心となっている。

園4 韓国画のモチーフ
こうした教材による活動は、描き足したり、自分のイメー
ジを付加して描いたりすることで、対象物に自分との関わ
りをつくることができる。鑑賞は作品という客観的な事物
に対略する活動であるから、そこに主体との関わりをどの
ように形成するかが教師の重要な役割になる。上記のよう
な教材は、作品を実際に見る前に表現活動を取り入れるこ
とで、こうした教師の役割を支援するものとなっている。
図6 子ども美術館（現代美術館）
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プログラムの開発は、子ども美術館の設立当初から携わっ
てきた美術教育研究者らが行ったという11）。主なプログラ
ムは3種あり、館内にはプログラムの解説と子どもの作品
が順に展示されている。最初のプログラムは、抽象画に親
しむためのプログラムである。熱い抽象と冷たい抽象の所

（2）オルタナティブ・スペース

美術館などが伝統的な美術作品、近現代の美術作品を所
蔵・展示しているのに対して、現代アートは様々なオルタ
ナティブ・スペースで展開されている。ビデオアートやイ
ンスタレーションといった表現手段をもつ若手作家たちは、
こうした空間を利用しながら作品を発表している。ソウル
市内では、サムジ・スペース（SSamzieSpace）やアート
ソンジェ・センター（ArtsonjeCenter）が知られている。
サムジ・スペースは、韓国のファッションメーカーであ
るサムジ（SSamzie）をスポンサーとし、若手アーティス

蔵作品を見比べながら鑑賞し、そのイメージをもとにして
表現活動を行うというプログラムである。ふたつめのプロ

グラムは「感じ（feeling）と私」というもので、多様な素
材の感触を確かめる体験をさせ、そこから得られたイメー
ジをもとにして表現活動を行うものである。複合的な素材
による美術館の所蔵作品の鑑賞も交えながら、触覚からの

トの多様な表現活動の場として2000年にオープンした総合

イメージを色や形へ結びつけていくプログラムである。児

童作品を見ると、古材、段ボール、布、プラスチックなど
を構成的に組み合わせた作品や、具体的なイメージに見立
てて表現した作品もある。三つ目のプログラムは「現代の
韓国画と私」と呼ばれ、筆や重などの水墨画の材料・用具
を使って表現活動を行うものである。抽象的なかたちや、
具体的なモチ∵フを描いたものなど、児童の作品は多様で

空間である。付近一帯は、美術学部をもつ弘益大学の学生
街、ファッション街、美術街となっており、創造的な雰囲
気をもつ環境にある。サムジ・スペースの建物はそれほど
大きくはないが、1階から3階までの各フロアにギャラリー

があり、そのほかシアターなどがある。また、4階から6
階はスタジオになっており、サムジが選んだアーティスト

に対して創作のための空間として提供される。

あるが、墨のにじみやかすれなど、濃淡や筆触を生かした

表現が多く見られる。小学校や中学校の美術においても韓
国画の学習内容は含まれているので、児童は比較的道具や
材料に慣れ親しんでいるようである。

図8 サムジ・スペースの外観

園7「現代の韓国画と私」のプログラムによる児童作品
このようなプログラムの指導は4人程度のスタッフで行

また、ソウル市中心部にあるアートソンジェ・センター

われる。プログラムが確立しているので、実際の指導の場

は、1988年に開館した現代アートのための展覧会場である。

面では基本的な事柄を児童に伝え、その後はあまり介入し

森真理子、ダムタイプ、曽根裕、草間禰生などの日本の現

ない方法をとるという。児童は普段とは異なった環境から

代アーティストたちによる展覧会も開催されている。取材

刺激を受けて意欲も高まっているので、素材や色、形など

時には、ビデオや、プロジェクター投影による映像表現を

からイメージをよりふくらませるような働きかけにつとめ

扱ったキム・ヨンジン（金柴眞）の作品展が行われていた。

ているという。

オルタナティブ・スペースでの展示は前述のようにイン

子ども美術館では、材料や用具もすべて美術館から提供

スタレーションやビデオアートなどの空間的な表現が中心

され、子どもの作品も一般の美術作品と同じように保存さ

となり、同時にそれが現代アートのトレンドであるともい

れる。子どものためのワークショップが行われる空間とし

える。こうした傾向は韓国に限らず、日本でも同じである。

ては、ひじょうに充実したものであるといえる。

韓国のビデオアートに関しては、ナムジュン・パイクとい
う巨匠の存在が大きく影響しているとも考えられる。
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ン（160人、2年）、出版デザイン（160人、2年）、マルチ

4．映像メディアの現場とクリエイター養成

メディア（320人、2年）、映像デザイン（80人、2年）、ア
ニメーション（192人、3年）、フローラルデザイン（80人、

（1）大学におけるクリエイター養成

韓国では、映画産業は戦略的高付加価値産業とされ、「映

2年）がある（括弧内は学生数と修行年限）。

美術学部には、メディアアート（160人、2年）、パフオー

画産業振興総合計画」をはじめとする各種政策によってそ

の振興が図られている。映画は近年とくに成長が著しい分

ミングアート（96人、3年）、タイムアート（80人、2年）、

野だが、映画のほかにも映像、マルチメディア、アニメー
ション、ゲームなどの振興も政策として進められている。
こうした政策を担当する機関は、文化観光部（Ministryof
Culture＆Tourism）に置かれた文化産業局が中心となっ
ている。文化産業局は文化産業政策課、出版新聞課、放送
広告課、映像振興課、ゲーム音盤諌、文化コンテンツ課か
ら構成され、文化産業を将来の国家的な基幹産業とするた
めに、各種インフラ整備や人材育成、支援事業などを展開

写真（160人、2年）がある。工学部には、情報ネットワー
ク・コミュニケーション（320人、2年）がある。
このような学部や学科の構成からもわかるように、この

学校のデザインやIT、複合的な表現メディアなどが強く
意識されている。とくに、マルチメディアやアニメーショ
ン学科の学生数は多く、この分野に関する人材の需要に応
えようとしている。

している。

このように、映像メディアによる表現やアニメーション
などは、美術や芸術の表現手段であると同時に、成長が見

込まれる産業としてみなされ、国策として振興が期待され
ているのである。とくにアニメーションの分野では、従来
の海外アニメの下請けから脱皮し、国際的な競争力をもっ
た国産アニメの生産と輸出を目指している。そのための人
材育成に関して、政府は大学をはじめとする専門的教育機
関への支援を強め、関連する学科をもつ大学や教育機関を
増やした。そのような教育機関の事例として、以下ではケ
イワン美術デザイン学校（Kaywon Schoolof Art ＆

図10 コンピュータによるグラフィックデザイン実習

Des短n）の実践状況を紹介する。
ケイワン美術デザイン学校は、1980年に開校したケイワ

施設設備は整備されており、映像、マルチメディア、ア
ニメーションに関する設備はとくに充実している。撮影用
の大型スタジオ、音響設備、アニメーション用の撮影機材
等、業務用とほとんど同じ環境となっている。これらの機
材は、デジタル、アナログのどちらにも対応できるものと
なっている。スタッフの年齢層はひじょうに若く、アニメー

ン美術高等学校（KaywonHighSchoolofArts）を前身と
して、1993に現在の校名で開校した、比較的新しい美術学
校である。デザイン学部（学生数約1900）、美術学部（学生

数約500）、工学部（学生数約300）があり、全体で学生数が
約2700人という規模である。

ションや映像のスタッフは米国で学んだ経歴をもつ者が多

い。こうしたスタッフは、国内の業界の実践的な方法論に
加えて、米国などの先進的な映像・アニメ制作の手法を取
り込んだ新しい教育をめざしている。

園9 ケイワン美術デザイン学校
デザイン学部に設置された学科は、プロダクトデザイン

（160人、2年）、ファニチャーデザイン（160人、2年）、
室内建築デザイン（192人、3年）、建築デザイン（192人、
3年）、展示デザイン（192人、3年）、グラフィックデザイ

図11アニメーションの制作風景
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験を可能にしていることも大きな特徴である。映像はもと

このような教育機関におけるクリエイター養成は、実際
の制作現場を意識したものとなっているが、実業教育とし
ての側面に偏重しているわけでもない。教養を含めて、専
門的な能力を育成することを念頭においているという。次
世代のクリエイターには、職業的・技術的な専門能力に加
えて、多様な価値を創造する能力が求められているという。

より音響も含めて自主制作のための機材はほとんど揃って

おり、アマチュアクリエイターたちのレベルの底上げに貢
献しているといえるだろう。

（2）受容基盤の整備

映像メディアやアニメーションのクリエイターが高等教

育機関や専門教育機関で養成されている一方で、こうした
メディア文化を普及されるための基盤整備も行われている。
映像メディア・アニメを産業として成り立たせるためには、
国内市場の形成が必要になる。文化的な普及とともに、そ
れを受容し、消費する層を拡大させなければならない。し
かも単なる消費者ではなく、品質に対して批評的な意識を
もった質の高い消費者が望まれる。意識の高い消費者は、
作品の品質を向上させるであろうし、こうした人々のなか
から次世代のクリエイターが生まれてくる。ソウル市内に

図13 アニメーションセンターのビデオ編集室

隣接するマンガ美術館では、マンガに関する資料、マン
ガ・娯楽雑誌、原画など、韓国のマンガ文化の歴史を示す
多様な展示がなされている。展示を一通り見ると、韓国の
大衆雑誌文化におけるマンガの果たした役割がわかる。展
示スペースの他に、マンガのライブラリーが設置されてお
り、国内のマンガや日本の漫画を中心に、相当数のマンガ
の単行本の蔵書がある。マンガだけでなく、美術理論、美
術史、美術評論、実技書など、美術関係の蔵書も充実して

設置されたソウル・アニメーションセンターや、コリアン・

フイルムアーカイブは、映画やアニメの受容基盤を形成す
る機関として機能している。
ソウル・アニメーションセンターは、ソウル市内中心部
南側の南山のふもとに位置する。1999年にオープンしたこ
の施設は、ソウル産業振興財団によって運営され、アニメー
ションやマンガ産業振興のための拠点とされている。

いる。

図12 ソウル・アニメーションセンターの外観
4階建てのビルと、隣接するマンガ美術館からなる施設

図14 マンガ美術館のライブラリー

内には、各種イベント、情報サービス、教育、制作のため
の様々な部屋が用意されている。施設設備面の充実ぶりは

アニメーションセンターやマンガ美術館の展示や利用者

注目に催する。たとえば、約200人収容の劇場や、国内外の

の姿をみると、娯楽的な要素をもった文化施設のような印

アニメのビデオテープ等を閲覧できるライブラリー、セミ

象をもつ。しかし、施設側のパンフレットやウェブページ

ナーのための教室、撮影・編集・音響室、コンピュータルー

などでは、産業としてのアニメーションの振興という本来

ムなど、本格的な設備をそろえている。

の目的が強調されている。一見すると子どもや若者のため

教育活動にも力をいれており、各種講座がひらかれてお

の趣味的な空間を提供しているようだが、将来の産業育成、

り、多くの若者が受講しているという。また、アニメーショ

市場形成のための戦略的な側面を強くもっているのである。

ンの制作に関する機材を低料金で提供し、本格的な制作体

一方、映画フイルムの収集・保存を通して、映像を文化
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として普及させる目的をもつ機関がコリアン・フイルムアー

宰

修復、展示・上映を行っている。一般に公開されている施

も共通する部分が多い。韓国と日本の教育課程における美
術教育の目標や内容を見ると、基本的な方向性はほとんど
同じであるといえる。また、ほぼ同時期になされた教育課
程の改訂では、双方ともに自国の美術文化の尊重と鑑賞教

設としては、上映ホール、関連図書のライブラリー、ビデ

育の重視が謳われるなど、次世代への課題認識も共通して

オライブラリー、国内映画のシナリオのライブラリーなど

いる。

カイブである。ここでは、韓国映画のフイルムはもとより、
シナリオ、スチル、音響など様々な関係資料の収集、保存、

がある。

こうした状況において、アジア造形文化の鑑賞教材を想

韓国の映画産業は急成長を遂げており、国産映画の市場
占有率が高まっている。また、映画産業振興に関する政策

定するにあたって、日本と韓国の密接な関わりをもとにア
ジア文化を見つめる視点をもつことは有効である。日本と

の先進性はよく知られている。フイルム・アーカイブは、

朝鮮半島という枠の中で美術文化をとらえていく鑑賞教育

産業というよりも、文化としての映画を扱う機関であるが、

のプログラム開発が、アジア文化を理解する新たな視点を

映画文化の裾野を広げることが、映画の普及や質的向上、

提供するのではないか。

さらに映画産業の振興に寄与することは明らかである。

韓国も日本も、鑑賞教育の重点領域は自国の美術文化の
理解と愛好であるが、美術の文化圏域と国家の単位は必ず

しも一致するものではない。アジア世界は、国境線を政治

5．まとめ

的な一応の単位としながらも、民族、宗教、文化、生活、

韓国の美術文化は、日本のそれと密接な関わりをもって
おり、伝統的な美術はもとより、近現代美術に関しても多

経済などといった観点からは、国境を超えた多層的空間と

くの類似点や共通点を見いだすことができる。双方の美術

で完結させるのではなく、文化的な圏域で見つめ直すこと

を直観的に理解するための文化的な背景はかなりの部分を

によって鑑賞教育の発展が期待される。

いった様相をみせる。自国の美術文化を、国家という単位

共有できるのではないかと考えられる。韓画や民画などの
伝統絵画、仏像、陶磁器などを見たときに、直観的に受容
できる素地を私たちはもっている。もちろん、それぞれの
文化には固有の特徴があり、安易な同一視は誤った文化理
解の態度を招く。しかし、理解の第一歩となる対象物の受
容という側面に目をむけると、互いの美術文化理解のため
の条件がこれほど揃っている例は他には見られない。

日本の学習指導要領の改訂で「アジアの文化遺産」が示

されたことに託される希望は、これを契機として、西洋か
ら規定されたアジアでなく、またその反動としてのナショ
ナリズムをも超えて、美術文化の新しい空間意識がうまれ
るのではないかということである。

注

マンガやアニメーションなどの大衆文化や産業文化に目

を向けると、影響を及ぼし合うというよりも、もはや相互
乗り入れをしているかのような状態であることがわかる。
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