
避的な柵川の例の１つであるとみることができるであろう。

そのほかに特に注I'すべき111象は．ポスター作成のためのメモを取るために，Ⅱ本

人に名111をくり返し．ゆっくりと『ifってもらって，珊合によっては代わりに榔いても

らって．ようやくメモを取るという行為を達成しているという状況，また，やはりメ

モを取ろうとしてカタカナが評けなくて，書き方を教えてもらったり，場合によって

は代わりに許いてもらったI)している状況などである。このような行為は，本インタ

ビューに続くポスターを作成するという銅舟活動のための７－聯的なリソースのi(K伽を

協勘的に行なっているという点で興味深い。

股後に，インタビューの実践で最も亜嬰なことは，牧謂で一定の程度まで習得した

荷淵的リソースを活用して，牧師という特別に訓練を受けた村ではない「ふつうの１１

本i州叶荷」と・だのロ的をもって爽際に協働的に相互行為を椛築していく経験をする

ということである。今IiI1収録された実独でも抑[行為の協働的削築がほとんどすべて

のチームにおいて首尼よく行なわれていることが観察された。バフチン（Bakhlil1.

1929／桑野祝1989.ｐ,１０２）は「司譜獲得の理想とは，偲号性を純粋な記号性によっ

て，またⅣ忍を純粋な了解によって吸収してしまうことである」といっているが，イ

ンタビューの拠独は，学習汁の柑亙行為の実践がそのような状況に最も近づく瞬'１１な

のである。

(4)ポスターの作成

図５－３はＡらが作成したポスターである☆皿。ポスター作成のセッションではこの

ようなポスターの作成にIhlけて，学判什机以，時に牧師をも巻き込んだ協働的な橘助

が行なわれる。

1.かみむら

さん

２.ほんま

さ ん

３.とくすえ

さん

しゅうまつ

あそび

に

行きます

アルバイト

あそび

に

行き欲す

しゆみ

スポーツ

を

します

スポーツ

を

します

アルバイト

おんがく

ききます

スポーツ

サッカー

やきゅう

バレーボール

サッカー

おんがく

サンバ

日本

の

おんがく

ドラム

たたきます

Ｓ（サイン）Ａ（サイン）

図５３Ａらが作成したポスター

ほん（木）

よみません

よみません

ＳＦ

Ｈ（サイン）

プロトコル９は，ポスターに「bascball」を評こうとしているのを教師が発見し
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て，Ａらの活動に介入したところである。

プロトコル９

１Ａ：Baseball、

２Ｔ：Baseball、日本語で何ですか。

３Ａ：う－ん．わかりませんですけど。

４Ｈ：Baseball・日本語，あります？

５Ｔ：ありますよ。

６Ａ：あります，yeah、

７Ｔ：勉強しませんでした？（少しポーズ）やきゅう．やきゅう。

８Ａ：やきゅう。

９Ｈ：ベースボール。

この相亜行為で並要な点は，ここでは単に「baseballは日本語では野球である」と

いうことを救えられているのではなく，このプロトコル９の背後に先行するインタビ

ューでの実際の相互行為があるということである。その相互行為は先のプロトコル４

に続くものであり，残念ながら笈際のデータは手許にないが，その‘I'で「かみむら

(プロトコル４のＪ）」はどんなスポーツが好きかという質IMIに対して，「野球」ある

いは「ベースボール」と答えているはずである。プロトコル９で教師にこのように教

えられることで，学習肴は心の中で「かみむらさん」が「野球が好き」と生き生きと

禰るのを1Ｍき，その声をポスターに沸き込んだことであろう。Ａらはこのほかにもイ

ンタビューでⅢいてきて内容はすでに承知している「playthcdrum｣，「scicnce

fiction」について，おのおの「ドラムをたたきます｣，「SF」というふうに教師に教

えてもらい．そのように語った人の端前のもとにその事項を書き込んでいる。

このほかに，ポスターに書き込む過程で，災現の確認と修正や．表記の確岨と修正

などの橘肋が協側的に行なわれて．１つの苗冊作1Mとしてポスターが充成するのであ

る。峨後に，プロジェクト・ワークに参加したチームのメンバーがポスターの片隅に

名前を瀞き，サインをして，ポスターは教室の壁面に貼り付けられる。こうしたポス

ターは15週11Mのプログラムが終了するまで，「わたしたちのコミュニティ」の実股の

モニュメントとして教顎に禍示されるのである。

⑧結びに代えて

本庶で細介した実践の教育的な成果の一・部（口頭表現能力の発進）については，西
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ｎ（1998）で紹介している。しかしながら，言諸技能的な側面のみでこうした実践を

評価するということでは，すでに特定のパラダイムに蝦づいた評価活動だということ

になるだろう。レイヴとウェンガー（1991）はＩｌｉ統的刷辺参加論において知性的に熟

達した人（knowledgcablyskilledpersons，Ｌａｖｅ＆Wcnger,1991,ｐ､６２）という観

点を提出している。ロ本語集中コースを終えた学判新たちはそれぞれの大学院に進学

し，勉学や研究顎での活動を始める。しかし彼（女）らが11本編研修期間中に身につ

け1りるＨ本Wi力は，そうしたことを円洲に兜波するためには必ずしも|･分なものとは

いえない。このような学習巷が，本章で強じたような学びの経験を通して得た教育的

な成果を正当に評価するためには，言語技能的な側面だけではなく，レイヴとウェン

ガーがいうような、本譜で自分にとって必要なコミュニケーションができるように

なりつつあるわたし」の，社会的な位世や熟練のアイデンティティを含めた符秘の側

面をみる必嬰があるであろう。

【資料１】甘柵的援助のタイプのリスト

1．学習肴を励ます。

（１）学淵特をほめる。

「ああ，いい前い方ですね」

（２）学習者が謡すのをうながす。

「うん．それでｊ「もう少し，話して」

「ほかの人は，どう思いますか」

(3)学判荷が非‘_i冊的手段を使ってコミュニケーションするようにうながす。たと

えば．柑手の紺を聞きながら微笑んだり，「そうだ」「なるほど」というように

額いたりする，など。

２，提供された『i州涜料（教材）を学洲薪が剛解できるように援助する。

(1)やさしく蹄す。たとえば．必嬰に応じて，ゆつくI)明瞭に蹄したり．主要な点

をいろんな汀い方で嵐い換えたり，亜要な耐紫や概念をくり返したり．薗熊を

説明したり定義したり，長めの発話を使ったI)する。

(2)学習者が理解していることを確認するためにいろいろな方法で確かめる。たと

えば，岡川をしたり，小テストをしたり，杵かれている内容に対応して体を動

かしたり物を術ささせたり，授柴の内存についてilドいたものやジェスチャーで

返答させたりするなどの方法で。

(3)理解できないときに気楽に質問ができるようにNII練する。質問の仕方には，「え
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っ」「何ですか」「すみません。わかりません」「すみません。もう一度」「どう

いうことですか」などの耐い方がある。

(4)学洲朽の1ｆ鰍知織を引き出し，IIU辿のあるスキーマ（泌倣の図式）を心の111に

liWかせる。また，縦諭を理解するためのそのような前提的な伽;t知繊を学習者

がもっているかどうかチェックする。そのような知識をもっていない場合は，

これを与える。

(5)牧材の内秤を邪前にざっと解脱する（

(6)学判瀞が理解できない討莱を典体的な形で示す。たとえば，絵，lxI，表，グラ

フ．イラスト，実物などを見せたり，演派して見せたりして。

(7)授業の手順をわかりやすくする。

３‘キーワードや要点を弛えておくのを援助する。

側板にキーワードや製点をiI｝く。学洲祈がいつも注慰をｌｉﾘけるように．キーワー

ドや要点に関して質問をする。

4．学制肴がインターアクションをするのを援助する。

（】)教師は以ドのような会蹄〃略を使う，また．このような会餓方略の使い方を学

洲廿に教える。

・机下の商っていることを確似する：「こういうことですか」

・脚分の言っていることについての理解を確認する：「わかりますか」

.はっきりわからないときに11破挽IⅢを要求する：「どういうことですか。も

う--･庇蹄してください」

(2)牧師はいろいろな紺の引き川し技術（elicitationtcchnique）を仙う。たとえ

ば，街II1lしたり．柑下の高ったことをくり返したり．lIUをおいたり（つまり，

相手が議すのを通常よりも待つ)．（｢それで」などと言って）もっと識を続ける

ようにうながしたりする。

(3)学習肴はみんなインターアクションに参加するようにうながされる。教師はみ

んなが参加できるようにいろいろな方略を使う。しかし，いつも牧師が次に誰

が紬すかを決めるわけではなく，学Ｗ者もふつうの会話のように脚然に話す順

貯を代えていくようにうながされる。

(4)答えを耶liiIに知っているような間'111をすることもあるが，牧師の貿川のほとん

どは１つ以上の杵えがあるような間1111である。

(5)牧師は１１;しい荷い方をモデルとして提,する。

(6)牧師はどんな学習者でも参加できるような協同的なグループ活動をよくする

（ケーム，ペアによる会譜練刊，協同学習活動など)。
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5.何かを血接に教える｡

必要に応じて，教師は何かの技能や概念や前締り噸を１１雌に数える（たとえば，

「今１１は“a“と“&、”の使い方を復刊します」と揃って．この文渋りｉＪｌｍの脱Iﾘlを

して例を与えることもある)‘’

6．学刊群の興味を維持する。

（１）教師は．授業を各学Ｗ将に合うようにする。

(2)牧師は．学判粁が興味をもつ．テーマに側述したiWiに典ｌＩ１する。

(3)齢判粁は好きなことを紬すようにうながされる。つまり，学判粁は譜す内容を

ある程喚自由に選ぶことができる。

（‘1)教師は簡滞形式よりもむしろ節一・に意味に焦点を股く。

(5)牧蝋，学校，地域社会，側，111:界など，それぞれの11$の学判粁の文化を特に取

り上げる。

(S“rCella＆OXfbrd,1992.ｐｐ,32-33）

【浅科２１１:l己表現'''心の入''1111本概数行の話題シラパス

ユニット１：知り合う

モジュールｌ・瑞前を識う･

・初対面のあいきつをする。

モジュール２．出身を嵩う。

・職莱．所属．帆'１１聯をi､iう・

モジュール３.家族や11分の町などの写典を見せて．その$'1の人物や物などにつ

いて説明する．

・琢典を見て．いいコメントを喬う。

・写真の111の人物や物などについて簡jliなWilIIjをする。

ユニット２：わたしの推活

モジュール１．起床時'111．就湛時１１１１などを面う。

・出社/幾校時1111,冊宅時間などを習う。

・営業11．燐叢時Ⅲ、勤務時間などを汀うｏ

・時川を抄ねる。

モジュール２．食生橘（飲み物を含む）について紺す。

・好きな食べ物/飲み物/スポーツ/宵楽をjiう。

・好き/嫌いを訂う･
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モジュール３・日常生活について話す。

・婦宅後/体Ⅱなどの過ごし方について柵す。

・前Ｈ/体ロなどに何をしたか話す。

・翌日/次の体Ⅲなどに何をするか話す。

ユニット３：日本人の質|IHIに答える

モジュール１．京郁や奈良などに行ったことがあるかどうかを荷う。

．行ったときの紬をし．何を見て．どう感じたかを僻す。

・行きたいという希離を荷う。

・儀礼的に人を誘う。

モジュール２・すし，きしみなどのL1本の食べ物を食べたことがあるかどうか言

う。

。食べてどう肌ったかを識う。

．食べたいという希馴を述べる。

・歌舞伎．能．棚換などの日本の芸能やスポーツを兇たことがある

かどうか汀う。

・それらを見てどう思ったかを言う。

・見たいという希望を前う。

・日本の生禰や食べ物に俄れたかどうかを劃う°

.ある稲の行楽を聞いたり，ある食べ物を食べたりしたことがある

かどうかを勧う･

・汗楽や食べ物などをすすめる。

ユニット‘ｌ：ロ本とＨ本人

モジュール１．Ｈ本と自分のIFIについて概括的に話す。

モジュール２．１１本と臼分のIgIについて少し詳しく話す。

。Ⅱ本人と間分の|馴の人について緒す。

ユニット５：家族の紹介，人の状態，人や物の所在

モジュールｌ・職業を訂う°

．覚えているかどうか，知っているかどうか衝う･

・結姉している/姉約している/疲れている/僻っているかどうか竿

を荷う。

・行為を終わったかどうかを荷う。

・誘う

モジュール２.何をしているか/どういう状態にあるかにより人を指定し，その
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モジュール３

人が椎かを尋ねる。

･述物がどこにあるか尋ねる/特える。

･部股や店などが建物の１１'のどこにあるかを尋ねる/稗える。

･行為を申し出る。

｡申し出を受け入れる。

･人lニものを緬む。

･昨可を求める。

･術示に従う。

★１本稿ではそうした外側人に対して．日本I蚕I内にある大学やＨ本譜学校弾のロ本鮒敬

行機関で行なわれている典'''11本譜教育をおもな興味の対象として念頭にiHいてＩＭＩ鎧

を進める。

★２このあたりの邪WWについては，『Ｈ本譜救汀､11典」（I~I本州牧育学会．1982）や「Ｈ

卒語数育学」（木村ら，1989）などを参照のこと。

★３トランスクリプション中の（）内の数字は沈黙（蝋位は秒）を表わしている。各

例の見出しは森本（1999）のまま。

★４本来的にいうと．そうした教授方略で首尾よくイi効な学閥が速成できる,i1Mi'１町Ｉ

と，そうでないものとを扱I)分ける作業が必要とされているともいえる。

★５獲得（appropriil1i〔〕､）についてはニューマン（Newmanetn1..1989）を参照。

★６実際には第１週１１はiVI畑的な学習期１１１１として．１１本‘ｌｉによるコミュニケーションの

基本的な特徴を知ること．１１本綿の音声およびひらがなとカタカナの学淵に費やされ

るので，本稿で鎧じられるプログラムは鋪２週から節６週にわたる６週iMlに行なわれ

ることとなる。

★７冊錠ｲリ（lCxicKllphra難）については．ナツテインガーとデカリコ（Nallingcr＆

DcCarrico‘1992）やルイス（Lewis､1993）を参照。

★８コミュニケーション・ストラテジーの研究でIﾘIらかにされている種々の現象を参

照。競近の何研究の動向についてはキヤスパーとケラーマン（Kasper＆Kellerman，

1997）を参照｡。

★９３人の牧師によって打なわれた「導入」の授業と「練判」の授粟で．ｉi１．６コマ，

300分のデータに雌づく粘果である。鎌本（1999）は．Iiil時に１１'級段陪の同級の授薬

の柑亙行為分析も行ない．両普を比較している。

★lＯここにいう吐体（matrix）とは，具体的な相Jf行為が形成される聡盤のことであ

る。状況的学制論では，学習の母体（matrixfUrI“ｍing）ということがしばしばい

われる。たとえば，レイヴとウェンガー（Ｌ３ｗｃ＆Wcnger,1991）は．従弟制におけ

る学禰の母体について次のように述べている‘，

「剃刀が徒弟に効果的学判をつくり出せるかは，従弟に内分の概念災餓をうまく敬え

込めるかどうかによるのではない。むしろ，徒弟、身が1.1分で成長できるように．秘

方が参加の仕方をうまく仕分けてあげられるかによる。やはり，学習の杜体を提供す

るのは，協同的な参加を可能にしているこのようなjｷｲiされた能力であって，肥号や
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(Lavc＆Wcnger‘1991.ｐｐ,21-22;強調は錐揃示対象がもつ柄逓の共通性ではない｡」（Lavc＆

希）

★１１ポスターに出るＩI本人の端1MIは仮名にしてある。
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第６章
腿

恕

圃対話的関係の交渉と歴史としての｢だ」

ある脳梗潅忠荷の社会的機能の障秤からぢえる

われわれはﾉIくまれてから死ぬまでの1''1に，′ﾉﾐにさまざまなＮ･会|‘Iりf11iIiIIへの参jﾉ'1や

人４との出会いがあり，そしてそのことがわれわれの人格に形柳をｊｊ･え続けるたと

えば発述がいちじるしい幼児期，学１.it期．さらには思祥期とよばれる時期には．学佼

をはじめ染研で教育を受けるためのシステムへ参加する。そのことは家庭において形

成された人惜を強化したり，あるいは修11:したりする機会となる

称にｆどもから大人へと心｣’1‘ともに忽迎に発述する恩ｲ剛lのj＄どもたちは,発述に

|､ドって変化す為I‘1分を襖雑な知､fちで縦験しているそれだけでもたいへんである時

期に多くの他汁と出会う塀にA'}続けることは，子どもたちにとっていかに心のエネル

ギーを笈する常みであろうか。

学校の牧師としてカウンセリング的アプローチを笈賎する松ⅡＩ（2()00）は．学校が

｢１．１分I‘I身・他行・I』1分と他付のかかわりへの虻づきや受容．そしてアイデンティテ

ィｊ蝋Iﾄのためのフィールド」であるからこそ．子どもたちにとって学校に「居珊所

感」が必要であることを指摘する怯Ⅲの「居場所感」とは，心理的な「居場所感」

を含み，「安心し・おちつけてリラックスすることができる〈リラックス〉・門分の能

ﾉJを御'1でさ・''1分の存ｲI;を似めてもらえ為・唾け群れてもらえあくやりがい〉・'‘１

分について振I)返って拶える〈プライベート>」が1'1能な劉川である

イ畷校の子どもたちと接す為機会の多い雅昔は．ｆどもたちが学校に居続けるため

には．松川の指摘する「AI)場所感の必要性を．また実際にｆどもたちがそれを獲得

していくことに相当のエネルギーを澱やしており．またその術みの容助ならぬことを

揃砿すあ

しかし．ｆどもたちにとってそのような「j叶聯所感.｜が必典で‘I;)ゐことは．学校に|災

られたことではないｃノk柄のどこかにそれがあることが，現従のjzどもたちの日々の

活1liIlをﾉｋきﾉﾋきとさせているそしてそれは大人もまったく''１搬である
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本束では，「居場所感」がたとえばどのように獲得されていくのかについて，１つ

のりl例をあげて考える。これから紹介する聯例の主人公は，脳卒中により突然，前iMi

と歩行の機能に障瞥をもったりj性である。この紀録は，その叫性の人院から退院後，

自宅での生活を含めたおよそ５年Ⅲを，介護者（娘）兼研究者として参与しながら観

察・妃録したものである（土屋，1997)。病いと障害によって変容した自分をどのよ

うに鎌験し，またそれをどのように受けIこめていくのか◎その過程は何時に，自分の

｢届珊所感」を他肴との交渉によって築いていく過穏でもあった。本蹴はそのような

一例について．特にヴイゴツキー（VyIgotsky.Ｌ,Ｓ)．バフチン（Bakhlin.Ｍ,Ｍ､)，

そしてワーチ（Wertsch.Ｊ､Ｖ,）らが与えてくれた視点を中心にして考える試みであ

る。

①病いによる自己の変容

(1)違和感と怒り

イiIII氏（男性．発病当時61職）は，自宅で激しい頭揃を訴えたあと．まもなく意識

陳醤となり，救急巾で総合綱院に連ばれた。検査の結果．小脳梗潅であると診断され

た。僻睡状態で入院したが211後には愈戯がもどり，発i柵が閲難になったことを知っ

たが（以下の石田氏の発耐はすべて発音がいく分か不明瞭である)，１週間後には，

発汗が不明瞭ながらもはっきりと121分の意思を示すことができた。

ところがそれと同時に石Ⅱl氏は．「押さえつけるな！」「ほっといてくれ！」といっ

た激しい怒りのことばを周朋の片にぶつけ始めた。その槻-ｆをみた医師からは．「そ

れは脳の血管障害によるものです」という説明が家族に対してなされた。そして家族

は，脹師のその説明によってｲ1Ｈ１氏の怒りを理解した。

しかし，しだいに家族は，イヒjIll氏の怒りにはそれ以外の班111もあI)そうだと思い始

めた。家族が病院生活に倣れてきて弧持ちに余補が出てきたことも．i賊tにあるのだろ

う。イiIII氏がある特定の人々に対してのみ，激しい怒りをIhlけていることに気づいた

のである。そしてその怒りを向けている対象とは，自分たち家族と勝手の看護師であ

ったｃ

愈倣をとりもどした石川氏は．さまざまなところで以IiiIとは述う自分を経験してい

た。ろれつが何らなくなり，発商が明瞭にできなくなった｡立ち上がったり歩いたり

するときに．バランスをとることが難しくなった。軒や鉛旅を使うといった，手先の

こまかな動作ができなくなった。

しかし石川氏が感じていた述いは，そういった身体的機能の変容だけではなかつ
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た。たとえばその１つに．若手の希護師から自分に向けられることばがあった。「石

11'さ－ん，お熱はかりましょうねえ↓１川に何庇も病室にやってくる勝手の乃穫師

たちは，誰もがまずそう石川氏にj9Iをかけた。このようなことばかけは．おそらくど

の病院でもごくあたりまえに，禰渡師が描室にやってきたときに患蕃に対してなされ

ているだろう。ただ布田氏の珊介，若手の君護師から自分に向けられるそのことば

は，不思議なまでにみな同じ特徴をもっていた。上がり調子で諾尾がのばされたそれ

は，石田氏にとってＨ分が幼子のごとく扱われているように鵬じられた。そしてｲiⅡ１

氏は，その綿り口をする判に対してほとんどことばで返答せず，時にはあからさまに

背を向けることで応対した。その柵りロは端から聞いていれば愛らしくも聞こえる。

しかし入院当初の石田氏には，そう受けとめることができなかった。そのころのｲiIll

氏には，以前にはできたことができなくなったことを発見し落胆する征11が続いてい

た。そのようなLI々の'１０で．彼女たちのi滑り1-1を笑ってやI)過ごすことができなかっ

た。

きらに石田氏は自分の一挙一動に対して，家族から敏感に反応きれるようになっ

た。たとえば，ちょっと身体を起こそうとすれば．（石田氏いわく）「訳も聞かずに」

いきなり家族に身体を押さえつけられる。そしてすぐさま家族は医師に巡絡をとり，

身体を動かしてもいいのかどうかの碓似をとる。そして家族は，医師からi､iわれたこ

とを石田氏に告げる。そのように自分の一挙一動が誰かによってすぐさま以応きれ，

しかもそれが自分にとってなじみのない世界，いわば「医療文化の意味世界」の11'で

次つぎと解釈されていく。それはあたかも，自分の身体の責任者は自分ではないの

だ，と商われているかのどとくであっただろう。

このようなことは，特に煎推の荊将をとりまく状況においては，あたりまえのこと

のように思われるかもしれない。しかしたびたび続く，いわば一方的な「医撫文化の

意味世界」への翻訳作乗のもどかしさに．石川氏は「押さえつけるな！」「ほっとい

てくれ！」「何を司ってるんだ，内分がいちばんわかっているんだ！」と．激しい怒

りをその相手にぶつけた。そのように．愈織がしっかりしてまもなくのころの石川氏

にとって，他者の自分に対する応対は．病気以前とは異なっていた。そしてそのよう

な他者からの応対による「述和感」を，激しい怒りによって表現した。

(2)家族：「第三者としての障害者」

しかしこの時期の家族についていえば，突然襲った柄いによるfilII氏の身体的機能

の変容と，さらには石田氏のｎ分たちに向けてくる激しい怒りに対する動拙は大きか

った．医学的知識の「素人」であることに加えて，そのような動揺が．石川氏の発簡
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やふるまいをどう解釈したらよいかの判断を鈍らせた。しかし，力､といって，わから

ないという不安な状態をそのままにしておけるだけの気持ちの余裕もなかった。暖昧

なままでなく．何らかの愈味づけがほしい，維かにこうだとはっきりと敬えてほし

い。また，それがもしｲiIlI氏の新たな病いの徴候なのであれば，一刻も'１１く治療して

ほしい。この時期の家族は，そのような不安を抱えた心理状態にあった。

しかし家族が敏感にⅨ応したのは，石Ⅲ氏の一雛－．動だけではなかった。医師や看

捜師のちょっとした発両にも一富一憂した。イilIl氏の症状についてよいことを荷われ

れば非常に再び，悪いことを占われれば非常に藩ち込んだ。その中IHIの感Niはないか

のように，両極の端を大きく揺れ動いた。また医師や滑護師の顔の表Wiや態度のわず

かな変化にも深読みをし．たいていその解釈を魁い方向へともっていった。それは石

田氏にさらに魁いことが起こった嶋合，少しでもｎ分たちが受けるショックが軽くす

むようにという心の耶附のようでもあった。

このような石川氏の家族の状態は，障祥将の家族が「第三者としての障害者

(thirdpartyhandicapped)」とよばれていることの－．面を表わしている。それはた

とえば，身体隙群将本人が社会的・物邸的・心理的な環境の喪失を締験しているその

かたわらで．その家族も何らかの喪失を雑験していることを愈味する。イiIH氏の人院

91i初に家族が喪失していたことの１つは，突如見舞われた揃いと陳響により空存した

布Ｈ１氏の発言やふるまいを，どう解釈したらよいかを判断する基準あるいは文脈であ

る。

ところで病院は，論縦を受ける個人を「MA将」としてのみ扱うと非難されることが

ある。それはたとえば，医縦人想学の蛾分けで柵神科医のクラインマン（Klcinmim，

1988／il:口らiil<，1996）が桁摘するように，治撫を受ける個人の職業や社会的地位，

ときには性別までもが，論掘者によって何の怠味もなさない，あるいは小さな効力し

かもたないとして扱われることを意味する。さらに「患者」としてのみ扱う病院で

は，あたかも生物学的医学の知識体系に剛らし合わせた病名が，治撫を受ける個人の

仙性であるかのようにみなきれる。加えて，論撫稀の前に従順な「Ｍ１肴」であること

は，病院というシステムが効＊的に機能することにも寄与している。

以上のように，桝荷をﾉﾋ物学的医学の文脈に加え，病院というシステムの中で治療

を受ける「慰者」という文脈の中で意味づけようとする行為を，縦論の使立l：「医撫

文化の)財」と柄づけることにする。

たしかに石田氏の人院後まもないころの家族は，、１１氏の行為を「快縦文化の声」

のlIjで意味づけることに強く依存していた。しかしこれまでみてきたように，そのこ

ろの家族は，月の前で次つぎと起こる内分たちにはなじみのない，それゆえに強い不
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安をかき立てられるできごとの恵味づけを．とりあえずIﾘl碓に思える「医擦文化の

)w」による解釈に委ねたい．そうでもしなければ，その不安な気持ちを抱える自分を

どう支えたらよいのかわからない．という心珊状態にあった．

そして家族は，そのような自分たちの不安な弧持ちを支えるために「医擦文化の

声」に依存しようとしていた。しかしまたその・方で，向らより積極的に「医療文化

の声」を利用することもあった。

家族の１人が敗本の点滴の符でつながれている。しかも・時期は暴れて点滴がはず

れるために，手足は紐でベッドの柵に縛りつけられていた。それらは治縦のために１１：

むを得ないことだと誰もが並々承知していた。にもかかわらず，家族のメンバーのそ

のような姿を見ることは，他のメンバーにとって，気が勤職してしまうほどのできご

となのである。

また家族が、H氏を兄守る荊寵は，時おI)，突如として愉蝋窯に変わることがあっ

た。石川氏は一時期，紙オムツを利川していたのだが．たびたびオムツかぶれに悩ま

された。そのころの石田氏は身体を動かすことによる描変が心配されたため，病室で

皮膚科の医師による往診を受けた。医師は斬獲師といっしょに捕室へ入ってくるやい

なや，その場でｲim氏の忠部の治掘を行ない始めた。その行為は．桝院だから当然と

いえば当然である。しかしその時その場には，イjIIl氏にとって恥ずかしきを保護する

ものが何もなかったｃ突如として始まったその治搬行あは，家族が石山氏の恥ずかし

さを気づかって，その場を離れることを考える余怖すら与えなかった。

そのようなとき家族は．石ⅡI氏を「家族」というよりも「恩粁」としてみようと努

めた。すなわち，摘番となった「家族」の.メンバーを，あえて「胆将」として「恢

服文化の声」の中で意味づけることによって，「家族」としてみてしまうと辛くなる

鰯を切り抜けていたのである。それは獅将の家族が，桝者のかたわらに居続けるため

に自然に身につけていく方略の１つなのであろう。

いずれにせよ，打田氏の家族が「脹撫文化の)!f」に悩血に依ｲ“ていたのは，万田

氏の内科的ｊｉｉ状が安定し、歩行と,州iの機能lﾘ|l練が始まる時期までのことであった。

(3)「生物学的機能の障害」と「社会的機能の障害」

これまでみてきたように．石田氏の激しい怒りは，揃筑以1Ｗには総験したことのな

いような他什からの応対に対して向けられていた『，それはたとえば，191分の一端一助

が，たとえ「ああ」というため息でさえもすぐさま推かによって捕らえられ，しかも

それが「医探文化の声」の中だけで慰味づけられるときに現われた。そこではすなわ

ち，石田氏なりの意味を尋ねられることはほとんどなく．ｎ分に期待きれていたのは
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治撫を受ける「患者」であることだけだった。

このことは．石H1氏が「雌物学的機能の陳脊」と同時に「社会的機能の障寄」を総

験しているといえるのではないか。ヴィゴツキー（大井らiIl<，1982）は障害児の発述

を蹄ずる中で，身体的欠陥が「きわめて亜要な社会的機能の脱落，社会的関係の変

質，すべての行動の系の変化を意味する」こと，さらに育児を例にあげ「盲は盲児に

とって正常な状態であって．瓶的な状態ではない。盲は向児には，自分に反映される

社会的経験の結果として．lIlj接的に，一皇次的にのみ感じられる」ことを述べている。

すなわち，身体的欠陥（本勘では「生物学的機能の障害｣）が陳桝として経験きれる

のは，社会的環境の中で（｢社会的機能の障害」として）二次的に経験されるという

ことである。

ヴィゴツキーの関心耶は，生側的に身体的欠陥をもった子どもに対する社会の側の

敬肯の欣饗性であった｡しかし「生物学的機能の陣;!f」がl‘jl時に「社会的機能の陳

脊」を伴うことは，生得的な隙将に限らず，後天的な隙番そして大人の障害肴にもあ

てはまることは，石田氏の例をあげるまでもないだろう。

石川氏の「社会的機能の陳祥」についてさらにみれば，それはたとえば，揃いと隙

;lfによって，それ以前に自分がもっていたきまざまな意味や価仙が授祥されることが

含まれている。よりil;砿にいうならば，それらが以前から明確にあったというより

も，むしろ他者からの応対が述和鵬として感じられたときにそれらに気づかされ，し

かもそのいくつかは，すでに現在の自分にとって無効となったことにも気づかされた

のである。

「社会的機能の陳審」については，洞111氏が退院後の１１常生活においてしばしばつ

ぶやいていた，次のような発薗にもよく炎われている。「わたしが綴してもわからな

いんだなあ。相手が「はあ？」って奇妙な顔をする。笑ってごまかされたり。声を出

すとみんなこっちを向く。返恥だってわたしにじやない．質'111だってわたしにじやな

い，つき添いの顔を兄る･わたしがわかっているかどうか肺かめるみたいに。半人IMI

だな。本当にWiけないなあ。砧したくない｣。

しかし荷川氏のこの発司についてさらに注目したいのは，全体に強い譜気でもって

譜されたことである。文字だけ読めば内容から判断して，、11氏は弱々しい語気でも

って謝していると思われるかもしれない。そしてそれによって，石川氏が他者から受

けた反唯を，ただ受け身的にあるいは被秤肴的な気持ちで経験していると思われるか

もしれない。ところが，この石Ⅲ氏の発前は全体的に力強く，勝に股後の「蹄したく

ない」は，自分にそのような対応をしてくる相手を．きっぱりと払いのけるかのよう

な強さでもって発せられた。つまり石川氏のこの発計には，隙桝を負った自らを受け
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入れきれない気持ちと，さらにはその強い誰気から．他蕃から得た反応に対する強い

反発の気持ち，そしてI21らそういう相手とは蹄をしたくないという決意さえ含まれて

いるように感じられるのである。

すなわちこの発前には，石lH氏が自分の「屈場所感」を他３との関係の中で，けっ

して受け身的だけでなく，自らの反応を返しながら探っている姿が埋間みられる。以

降では．そのような例についてざらに具体的な会納期ｉｍを取り上げ．より質的な分析

によってみえてきたことを紹介する。

②分析の視点

(1)「声」と「特横化」

典体的な会j冊珊而のよ')質的な分析を行なうliiIに，その分析に用いる視点について

確遡しておきたい。さて，これまで用いてきた「嵯撫文化の声」の「声」とは，バフ

チンの用諮である。バフチンはことばについて．自己充結的な体系を想定し言語要索

間の関係に週北するいわば研究肴が抱く関心ではなく．むしろ使用将の「内側からの

理解」に注ＩＩしようと「前州コミュニケーションの実際のil〔位」として「発紬」（杵

き薗業も含む）を枇定した（Bakhtin、1979ほか新谷らi＃《，1988)。そして「発綴」

は実際，ある特定の祉会文化的な状況において間打の話す主体によって，まさに

｢声」として実現される。

ある特定の社会文化的状況と表現したのは．バフチンが１１．・の同語内にもさまざま

な活劾舗域に分化した．間打のある穐皮安定した形式があることを腿めていたからで

ある。これを「社会的薗細とよぶ。「社会的㎡０冊」には．たとえば「社会的柵方訂，

集団の言紫づかい．職業的な隠語，ジャンルの副拙世代や年齢に固有の諸言語，諭

潮流の両語，椛威将の討掘サークルの河語や知命な流行繭，社会・政治的な日付．

さらには時刻の縦I柵（征、が自らのスローガンを，１１冊唾を．、己のアクセントをも

っている）制（Bnkhlin・l975伊東奴．1979）がある。

そして諸しfが「声」を実現させるためには．いずれかの「社会的言諦」を借りな

ければならない。「社会的言語」はそれぞれに，制腿歴史．文化的に意味や価値の

異なる視点をもち，その意味において，音訓規lIllや統淵法といった文法とよばれる形

式と1両I槻に．鮒す1《体の191曲を制限する。そしてわれわれはいずれかの「社会的耐

語」という，いわば「他行のことば」を借り，そこに「121分の志向とアクセントを他

まわせ，薗業を支配し，首業を自己の意味と表現の‘卸'1性に吸収し…自己のものとし

なければならない」（Bakhtin,1975／伊東訳，1979)．
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枯し手はそのように，「ﾉ師」として実現きせる過税において俗りた「社会的前冊」

に独191の戎愉を付与し、ｎ分間有の意味や災現（イントネーションやアクセントによ

る炎現も含めて）をのせてlりぴそれを社会に返すのである。バフチンはその過税を

｢眼識術」とよんだが，そのように「社会的言語」の規範性は柔軟で可塑性に1;『んで

おり，一方実現された「声」には，話し手の意織や人格の怠味合いが含まれる。

ゆえに「社会的汀細は容観的に，たとえば辞許のtl1に存在するのではない。それ

はある典体的な社会文化的状況において．ある特定の時Ⅲと窄川に制限された間ｲjの

,Iﾊす（あるいは書く）主体を皿して，まさに人格つきの「ﾒｲ」として実現される。そ

のように話す主体を通してその郁度，新しい様相を帯び得る「社会的言語」は．「ﾉ淵」

と州瓦作用的な関係にある。

しかもバフチンは，その「j打」が術に「誰かにIi1lけられている」ことを前提ととら

える《、すなわち，どの「)8J」にも「宛名」があるととらえ，現実のコミュニケーショ

ンにおいて，他稀が決定的な役州を狐うことを強潤した。しかも他者とは直接的な聞

き手に限らない。バフチンは会話でなく「対話（dialolgue)」という表現を用いたが．

｢対諮」とは２粁1111のやりとりに終わらず．より一・股的な具体的にならない他将をも

含み，また他荷との凹係がIﾘlらかになるという怠味において会納とは異なる（バフチ

ンの「対細の概念はきらに広い。先に示した「服紺術」の過¥11.さらにはさまざま

な「社会的言語」が互いに他を意識しながら共存している状態（｢異言語混交｣）も含

まれる)。

ところでヴイゴツキー（1934′柴Ⅲ訳，1962）によれば，個人の内言の愈味鐙的シ

ステムは，荷踊を媒介手段として社会的柵関係（桁神Ⅲ機能）が個人の心即槻能（梢

神内機能）へと転回されることによって柵築される。ワーチはこのヴイゴツキーの琴

えをバフチンの「発話｣，「ﾉ別｣，「社会的言語｣，そして「対話」といった概念を援川

することによって．より具体的により豊かに分析できる可能性を示している。

それに関するワーチの研究の1つに，学校教行の正規の牧授珊而の分研がある。そ

してワーチは，そこで「脱文脈化された声」が他の「ﾉw」よりも「特揃化」きれてい

ることを指摘した。「脱文脈化された)雷」とは，「形式的で鐙理的．できれば定爪可能

なカテゴリーによって対製や出来事（つまり．指氷的意味内容）を表象」（WerlsCh，

1990'蕊石黒訳，1991）し．その意味は文脈から独戒して引き出すことが可能であると

いう特徴をもつ。

ここでは特にワーチの提,j:した「時椎化」という概念に桃Ⅱしたい。これはバフチ

ンの「椎威的な言葉」をもとにしている。バフチンは「権威的な言葉」になる傾向が

あるとして，宗教，政治，道漣上のことば，父親や大人．数師のことばなどをあげ次
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のように晩明する。「権威的な喬葉がわれわれに要求するのは，無条件の承阻であり，

目１１Iな適川や．自分自身の言葉との同化などではまったくない。…椛威的な汰紫は．

われわれの汀柵愈繊の中に，密典した分かち雌い統一-.体として侵入してくるのであっ

て，それに対する態度は無条件の是似か，無条件の拒否のどちらかでなければならな

い。それは，椛威一政治椎力，制皮，人物一と分かち難く一体となっている。し

たがって怖威的な商葉はそれらの怖威と消災をともにするのである。ある部分には賛

成し，また別の那分はある御虻まで受け入れ，また輔三の部分は無条件で拒汚すると

いう風にそれを分剤することはできない。…柿威的な両葉は不活性なものであり，そ

の意味は完結し，硬化している」（Bakhlin・ｌ９７５Ｗ１東訳，1979)。

バフチンによれば，意味は「声」と「声」の応答の積み重ねである「対緒」におい

て柵築される。しかし「桶威的な司熊」は他の「声」との接触能力を欠いており，他

の「)W」との「対術」によって柵ｍｉ１１性化されることを械力拒むのである。ワーチは

そのような「声」の樋威性の考えを援川し，尚有の社会文化的状況における「声」と

｢声」の関係を，よりダイナミックにとらえる概念として，「特権化」という用語を提

示した。

たとえば社会的面舗といった1つの媒介手段が，ある特定の社会文化的状況では．他の

手段よりもより適切ないし効果的だとみられているという事実を意味している．秘が，優

勢ないし支配といった用語の代わりに特椛化を使うのは･･･まず第一･に…それにまつわる理

倫的しがらみが少なく，より限定された意味で使えるからである。その上，…特椎化は心

理的な過秘に加点をあてているということがある．これは，原則としては他の媒介手段を

想定することができたとしても，ある特定の媒介ｆ段がその仙川将に対してそれが適切で

あること，さらには唯一･の可能な遊択とさえ肌わせてしまうことがあるという１１１狸にかか

わっているのである。…もう１つの鋤11としては．支配はしばしば蹄にある棚の制止状態

を意味しているのに対して．特権化はよりダイナミックなものと蓄えられることにある。

(Wertsch､1991111島ら訳，1995）

ところで，ワーチが学校の教授場､iに「特椛化」されていると桁摘した「脱文脈化

された刺とは，いわば１つの「社会的画i冊」である。われわれは多棟な社会的爽践

にかかわることによって多様な「社会的『州f」と接触している。そしてその「社会的

司柵」と，さらにはその固有の使用者との「対話」において，自らも多械な「)1ｲ」を

猫柵する（ただし「メリとは本来一回性のものであるが，本玩においてはワーチと何

棟．時に「)財」と「社会的首淵」を．爪換叩能な川緬として用いる)。

さらにワーチの「特権化」という用舗には．バフチンが「声」にはイデオロギー性

あるいは拝価的態度が付与されていると折摘したことの意味合いも生かされている。
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バフチン（1930／桑野択，1994）によれば，われわれが耳にしているのは両脇形態の

１Ｋしさではなく，むしろ「典か偽か，稗か恕か，爪嬰なことか飯典でないことか．愉

快なことか不愉快なことか聯」であり．そのように「つねに高梁は．イデオロギーや

Ⅱ常生活の内容や意味で充たされている」のである｡さらにバフチン（1979ほか／新

谷ら訳，1988）は「絶対的に中立な発話というものは不可能なのである」と断言す

る。すなわち，発話することは他の発話に対しての梢動的な評価を下すことであり，

そのような意味において「能動的な応答」（以下「応杵｣）なのである。

(2)「特権化」の心理学的視点

ワーチの「特椛化」の視点から石田氏の激しい怒りをとらえれば，万H1氏は人院当

初の生活において「医蝋文化のﾒｲ」の「特椛化」を雑験し．それに対して怒I)を向け

ていたと巷えることができるかもしれないうそして爽際に描院は．病弧を治すという

それ凹体の目的ゆえに，たいていの人にとっては未知であるところの生物学的医学と

いう専門的な「声」と，加えて病院というシステムにかかわる特殊な「声」とが「特

椛化』されてこそ，その役削を果たし得るといえるだろう。

しかしながら，「荊院」イコール「医撫文化の)M」が「特椛化」されているところ

と折価するだけでは．そこで生活する者にとっての典体的な経験がみえてこない。そ

の指摘ではたとえば．石111氏がなぜ「特権化きれたj打」に対して怒Ｉ)を向けていたの

か．しかもなぜすべての人に対してではなく，ある特定の人物に対してのみ怒りを向

けていたのか，などについては知ることができない。

すなわち，どのような「)肘」が1.将椛化」されているかを知ることと，そこでの生

活折にとってどのように「特椛化された声」が維験されているかを知ることとでは，

分析の視点が異なってくる。前粁は「特権化」を観察者の側からみようとするより社

会汀語学的視点に立った分析であり，後者は「特椛化」を経験する主体の側からとら

えようとする．より心剛学的視点に倣った分析である。

本厳では後稀の視点に近づき，「特椛化」という川i冊について，前特のように「特

椛化された声」が主体の外側にすでにあるというのではなく，それが主体によって具

体的にどのように経験されているのかという．１１体と「特権化された声」との関係に

おいてとらえる視点として使用する。

(3)「特権化された声」との関係

ところで，医擦技術の進歩のいちじるしい現代は，ますます専門家による閉じた世

界をつくり出しているかに恩われる。しかし行111氏を取り囲む人々の''１で，「医擦文
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化の声」の「特柵化」に最も貢献していたのは，その専門家よりもむしろその「素

人」である布田氏の家族だったことに沈IIしたい。

どのような「ﾒｲ」が「特怖化」されるかは，その時，そこで，どのような実股が中

心になっているかによるだろう。たとえば，描院では集中的に生物医学的な治療が必

要な時期には，何よりも「医療文化の声」が「特権化」されなければならない。

しかし石田氏はその時期でさえ，「庚擦文化の声」を「特椛化」して自分に押しつ

けてくる稀．符に家族に対して激しい怒りをぶつけた。イillI氏にとって家族は，荊筑

で倒れる以前の自分を股も知る将である‘，いうなれば，家族は「灰捌文化の声」では

ない「声」を自分に向けてくれる可能性が肢も商いはずである。そうであるにもかか

わらず．そうではなかったことに，石川氏は納得がいかなかったに迎いない。

それは見方を変えれば，打田氏にある「灰撫文化の声」以外の「)跡」に対しては，

ほとんど「応杵」がなされないままだったということである。そのように，「特椛化」

という用諾は，ある「メリの「特椛化」の．ｉｆ後に，「応符」されない「声」があるこ

とを示唆する用諦として有益であると兼粁はとらえている。

そして「特椛化」について，そこで生活する主体の側により近づいてみえてくるこ

とは，たとえば，どのような「ﾒｲ」で柵手が「晦杵」するのか，あるいは内分のどの

ような「御」が相手によって「応答」されやすいのかなど．「応柊」という他考との

意味づけ，価値づけの相互的行為によって経験されることである。

きらに「特椛化」という概念は，われわれに次のような視点をもたらしてくれると

飛将はとらえている。われわれが何らかの社会的実践の場に身を例いたとき，そこで

居心地の懸さを感じることがあるとすれば，それはそこにおいて何らかの「特椛化」

された「声」があるということ，さらにその「特椎化された)M」と自分の「声（複

数)」のいずれかとの関係において違和感が生じているのではないか，と考えてみる

視点である。

③「声」の歴史性

ところでヴィゴツキー（1934／柴Ⅲ訳，1962）によれば．仙人は内Fiの意味誌的シ

ステムを，社会的役削やそれに基づく行動釧域に従って独自のものを発達させるとい

う。突然の病いと陳;Ｉｆは，石IⅡ氏にそれ以lilとは非常に出なる社会的役Ｗ１と行動領域

での生活を余儀なくし，またそれはI‘jl時に，石川氏がそれまで築いてきた意味論的シ

ステムを大帆に変更させ，しかもある部分はまったく無効にした。

本章ではさらにｲ『ⅡI氏の健期の入院生活と．その後の通院生活の梯子を紹介する。
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そこにおいては．イ佃氏が新たな社会的役割や行動領域を模索している姿を垣間みる

ことができよう。そしてその過裡はまた．「特桶化された声」とのＩＭＩ係づくりの雁史

でもあった。本単では特にそのIMI係づくりの歴史に煎点を当て，それによって石、氏

が変容した自分をどのように受容していくのか，またそれと同時に，どのように周囲

との新たなる関係を細み直していくのかをみていく｡

(1)新しく生まれた「声」：「ていねい語」

内科･的症状（心臓の不整脈，高血圧，吸揃，めまいなど）がある狸度滞ち蒲き，叩〔

柿-fで捕棟のトイレに行けるようになったころから．石川氏には歩行と司語の機能訓

練が始められた。そしてそれをきっかけにして石川氏は，病棟を離れて広い病院内を

｢敗歩」することを楽しむようになった（打田氏が入院していた総合揃院は，病院内

の各施投一光応，３つの食堂，111:ﾙＩｉ、化膿．掩容院，iWi易郵便側，、販機コーナー

など－がそれぞれに充実していた。また病院は周INIを川畑や池，林などの豊かな自

然環境に囲まれ，さらにそれを十分楽しめるぐらいの大きなガラス窓が多かった)。

石川氏の散歩は，捕率にもどりたくないというjFMlIIから始まった。広い病院内を何

日もかけて少しずつ探索し，Ｉ‘１分の好きな場所をふやしていった。そしてその散歩に

は，紙l:１１時Ⅲ1くらいが費やされた。

散歩の途中で石Ⅲ氏は「いろんな人がいるなあ」と，しばしばため息.混じりにつぶ

やいた。ゆっくりとゆっくりと娘が押す車椅子に染りながら，石111氏は通I)すぎる

人々にしばしばＨをやる。「忙しそうだな」と，足早に自分の車椅子の脇を通りすぎ

る医師や粁捜帥をロで辿いかけた、「わたしよりも弧の雌だな」と，F1分より端い人

がもっとたいへんな障脊のある姿を見て彼らの将来を案じたｃ「ああいうふうになり

たいな」と，おじいさんの乗る中椅-fを押すおばあさんの姿を見て，仲むつまじい老

夫鋤をうらやましがった。そのようなつぶやきからは．しばらくのあいだ生活が病案

の中だけに限られていた石IⅡ氏にとって，倣歩が実にさまざまな新鮮な出会いをもた

らすとlIil時に，倣歩で兇かける人々から，脚分が側かれた今の状況をいろいろな角度

から眺める機会となっていることがうかがえる。

しだいに散歩を通して，病院の中でも行きたい珊所と行きたくない珊所が出てき

た．そしていつの11か．次のようなお決まりの敗歩コースができあがっていた。「帆

練窄」→「充Illi」→「芝ﾉkの広泌」→「自販機コーナー」→「診察顎拠の廊下（秘滞

の特‘ﾘ||場)」→「錐刑部前の廊下」→「綱窒｣。そのように，病院という大きな１つの

建物が，石田氏にとってそれぞれに愈味のある空Ⅲとして区分化きれていき．それら

は入院碓活にそれぞれ異なる色を添えていた。
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