
中でも診察室裏側の廊下は，２人にとって特別な場所となった。その廊下は．さま

ざまな外来診察室の雌ぶMIi下と鯵寮謂を挟んでちょうど以対側に位牡している。狭い

Mijドではあるが，雌の３分の２ほどが窓ガラスになっており，そこからは11111のII推

しが入り込むだけでなく，述物周辺の豊かな自然を眺められるため開放的な雰凹鉱が

ある。けれどもそこは診察室IiiIの廊下とは対照的に．人であふれかえる診察時Ⅲ1内で

もほとんど人が通らない。その裏通り的雰囲気を象徴するかのように，そこには仙〃１

滴みのタオルや，時には職ｕが食べた弁ｌｌｉのおi)などが俄かれている。そしてそのよ

うな廊ドが，洞111氏いわく「ほとんど誰にも見られずにホッとする場所」となった。

さらに石lH氏がその廊ドに行くＨ的がある。歩行の練判をするためである。イ11,氏

は揃気で身体のバランスをとることが難しくなり，歩くと前後左右にふらふらするの

であるが．特に誰かに見られていると緊扱してますますその椴度がひどくなる。その

ため，ほとんど人が辿らないその廊下が，歩く練判をするには雌適の珊所だった．イｉ

Ⅲ氏と娘はその珊所を「秘密の特訓場」と'１′iづけ.脈日のように立ち寄った｡

ところで，入院する以前の石田氏は．娘にとって厳格で怖い父親であった。そして

娘はそのような父に対して反発を感じていた。イJlII氏の入院によって，そのような父

(64蝋）と娘（25戦）との'111に新しいIMl係がﾉkまれた．家腿のﾘｉ情により，娘が父帆

の介捜を全面的に任せられることになり，介捜される父と介捜する娘というIMI係が生

まれたのである（揃院は定金介護の体制であったが，イiuI氏が看護師に向ける怒りが

激しかったこともあり，娘が朝から消灯時間まで付き添う形をとっていた鵬

しかしその新たにﾉkまれたIMj係は．互いにすぐになじめるものではなかった。特に

そのIlIj係が馴粁になる荊謂では．イillI氏と娘のIMI係は非‘肘にぎくしゃくしていた。勝

に入院当初の而田氏が，家峡や若手石渡帥に対して激しい怒りを向けるとき，娘は似

雑な気持ちになった。娘は父親の怒りをみると，どうやって今までと同じように父親

としての威厳を傷つけないようにしながら，排柵や入浴，食事などの介助をしたらよ

いのか．その難しさを浦感するのだった。すなわち，娘にとって厳格で怖い父親との

IMj係は，娘が介獲する側で父親が介護される側という．２人のl川に新しくﾉ|ﾐまれたIMI

係と共存することが困難だった。

娘のそのような気がかりは.特に父親が「情けないなあ」とつぶやく声を耳にする

ときいっそう大きなものになった。そのつぶやきはたとえば，若手希渡師が荊顎から

11'ていったあとや，凹分がうまく紺せないとき，排拙や入浴の介助を受けたあとなど

に多く発せられた。そのｲiIII氏のつぶやきは，Ｉ‘1分が障秤をもつようになったこと．

それによって介護される側になったことへの，どこにもぶつけようのない悲しみや怒

りの表現として，娘には感じられるのだった。

節６蹴吋,1ﾊ的間係の交抄と雁史としての「ﾒリ１４１



入院してからまもなくの石田氏と娘は，そのように冗いのl川にぎくしゃくとした述

和鵬が生まれていることを感じていた。ところが不忠縦にも「秘滞の特訓場」は，そ

のような述和嘘がｲⅡらぐのを感じられる珊所であった。そこでは娘が父親に対してリ

ハビリの指導将，あるいは介護薪であることを全面に押し出しても，２人のIMI係がぎ

くしゃくとしなかったのである。しかしそれでもなお，娘はそのような立場になるこ

とに少し遠咽があり，この廊下で父規に識しかけるときには．「石Ⅲざん」と他人に

鮒しかけるように，そして全体的にていねいな口潤になった。たとえば，次のような

｢対制」がその廊下でなされていた。

１娘：石田さん。手をまっすぐのばしてください。もっと力を抜いてください。手の

先に力が入っていますよ。

２石田：はい．わかりました。（何をａわれても素直に「はい」と答える）

このような「ていねい譜」での２人の「対甜」は，しばらくこの廊下でしか使われ

なかった。それはどちらかがはじめに〃lい，そしてそれに対して相手もていねい締で

｢応答」することによって．しだいに２人に分かちもたれるようになった対餓形式だ

った。

しばらくするとＩ散歩」の中で生まれたこのていねい蹄が，荊寵の中にも取り込ま

れていた。荊室ではたとえば次のようにⅢいられた（将に＊の７万田，８娘)。

<昼食後．２人でテレビドラマを見ている〉

３娘：このドラマつまらないね。

４石田：変えろ。（ぶっきらぼうに目う°娘がチャンネルを変えていると.）

５石田：ちょっと。（言いながら，ベッド脇にある尿尿ピンを手に取る。娘は急いで部

屋の外に出る）

６石田：終わったよ。（部屋の外にいる娘に合図する。娘が病室に入ると,）

７石田：＊これをかたづけてもらえますか？（灰尿ピンを手渡す）

８娘営＊はいわかりました。（尿尿ピンを受け取る）

これは文字通り，石111氏が尿尿ピンで川を足したあと．それを娘にかたづけてもら

おうと手波すときになきれた「対Wi」である。このようなていねい柵での「対諦」に

兼粁が注ｕするのは，それが発せられる伽iiIと繭後とでは，Ｉﾘjらかに出なる雰lIIl気を

その場に漂わせるからである。それが発せられた瞬IⅢには，その場に緊張した雰囲虹

が漂うのだが．しかしその後すぐさまその緊張した雰囲気が和らぐのである。

Ｍ２１，AI(‘1,2輪判ilIi動の愛雌



ていねい語はまた，ことばがうまく話せないときや，発青の仕方を娘から旅された

あとなどにも使われた。イゴ川氏のていねいiWiへの切り林えとその後の娘のていねい冊

での「応答」（またその逆）は，そのように父と娘とでｊＷｒしている実股が，ノfいの

I川に緊扱を感じさせるときに現われている。すなわち，描虻以)iiIからの父と娘の関係

においては容易に相容れることのできない行為を，瓦いに分かちもつときに現われて

いる。そのようにその違和感は．２人が分かちもつ二菰の関係（父であり介護される

側であること，娘であI)介捜する側であること）が共作することによる悠雌から生じ

ていた。

このていねい諾での「対綴」への切り替えによって，その柵に緊張した雰囲気と，

すぐさまそれを和らげる雰囲気とが生まれる。このことは，ｉiい換えれば，ていねい

柵が両将に葛噸する関係があることを弧づかせるだけでなく．同時に両粁がその葛隙

するINJ係をある程度受け入れるような雰囲銃をつくり出す。

ただし２人の間に生まれたこの新しい「声」は．石川氏が娘に対して父親であるこ

とも，また介護される側であることも，たとえ一時的できえも．そのいずれかを忘れ

させたりはしない．つまI)．あたかも仮面を取りかえるかのごとくに，述和感を党え

る典閲な「)部」のそれぞれをlli純に切I)僻えたり．あるいはいずれかを無理やり押し

殺したりできないでいる。ていねい柵が成し得たことは，ただその削膿のある「ﾒｲ」

どうしを一時的に共存可能にしただけである。

ところが，ていねい語が異質な「)肘」どうしの共存を叩能にしたからと言って，万

Ⅲ氏と娘の間にある互いの違和鵬が完全になくなったわけでもない。異質な「声」ど

うしは葛鯉を抱えたままである。すなわちていねい綿は，副蟻をｉＷめるというより

も，むしろ葛蝶を葛藤としてしっかりと経験する足場となっている。

(2)「ていねい語」の変避

桝寵に取り入れられたていねいiIﾊでの「対細は，その後，退院後の家庭において

も使われるようになった。しかもそれは娘に対してだけでなく盤や忠子．そして親し

い友人に対しても向けられた。そして自宅にもどってからまもなくの間は，病院とｌｌｉｌ

様に，ていねい語が発せられた場には緊張した雰閉気が漂った。しかしいつのまにか

そのていねい語には，異なるイントネーションが付与.されるようになっており，それ

はどこかユーモラスな雰I〃l弧さえ感じさせるものだった。以下では．そのような変遷

をたどったていねい諾についてみていく。

イiIH氏は病院から自宅にもどるやいなや，「石田家のあるじ」であることを再確訟

させられるあれやこれやに閉まれた。たとえば，地域の述絡耶唄を伝える回覧板の世

鋪６章対紙的間係の交抄と朕山としての「脚」Ｍ＄



帯主名，公共料金の頒収書に記載された契約哲名”株や不動産の勧勝の地括や手紙の

宛て名，息子が部州をイルリるための保祇凡i′iなどである．しかしそれらのさまざまな

｢ｲiIII家のあるじ」のjMi明は．退院後のｲiIII家にとって奇妙なアンバランスを感じさ

せるものとなっていた。なぜなら石田氏は入院とlml時に仕蜘を辞めざるを得ず，石田

家の生計はほぼ全面的に妾の稼ぎに頼ることになったからである。そしてまもなく

｢石川家のあるじ」の紙明のいくつかは，拠際に愛の名義に変えられることになった．

そのような退院後まもなくの,fjlll氏の家腿にlりび，すでに荊顎ではおさまっていた

ｲi川氏の激しい怒りが，時には大きな燥発となって現われるようになった。イi田氏は

退院後も同じ揃院のiii冊iHIIl練に通っていたが，その課題として与えられた日記の中に

も，その怒りの激しさが，たとえば次のように記きれている。「描前と比べ自分への

接し方がかわった。けんかして急敏を投げて削った。夜間外川して家族が探した」

(19＊＊年６月１７１１)。

そのような家庭生治の中で，布田氏は描院とIIjI様に，相手と緊張するような実践を

共有するときにはていねい折を用いた。たとえばそのていねい締は．ことばがうまく

汀えずにそれを教えてもらったときや，衣額の消脱を手伝ってもらったときなどに現

われた。

ところが櫛Ⅲ氏のていねい綿に対して，まだ柵れないうちの葵や息子は，その識り

11に違和感を感じたようであり，石山氏に対して「何それ？」「変だよ」というよう

な「応答」をした。しかししだいに妻も息子も，そのていねい語が〔1分に向けられた

ときには，自然にていねい船に切り神えるようになった。やがて、11氏のていねい淵

は．家庭の''１で使われても述祁感をもたれなくなっていった。ただし述和感をもたれ

なくなったというのは．４iIlI氏のていねいiMiに対して家族がていねいiMiで「応答」し

なくなったということではない。ていねい蹄での対話形式が，家族の191然なコミュニ

ケーション形態の１つになったのである。

その後，ていねいiIMにはいつからか．それが使われはじめたころとは兇なるイント

ネーションが付lj,されるようになっていた。それは１柵ｌｉ冊．文の終わりまでわざと

らしいくらいにゆっくりと，しかも少しおどけた鯛子で話すという狩徴をもつ。家族

もそのていねい器に対しては，少し笑いを含んだふざけた調子のていねい語で「応

稗」した。そのように．退院後しばらくたってから一時期のｲiHI氏のていねい語は，

家族のIIlIでユーモラスでむしろ好ましい対納形式として受けとめられるようになって

いた。

ところが退院して４年たったころ，そのユーモラスなていねい譜は，IIfび緊張を伴

う「声」に変わった。そのころ，石川氏は右足に揃みを訴えるようになっていた。検

1.Ｍ１〕ＡＲＴ２学ｗｉｌ１動の僅旅



査の結果，それは右足の血管に詰まりが'ｋじたことが原因であるとわかった。その痛

みは時おり激しく，歩くのも困難になるほどだった。そこでⅢ題になったのが．イiIlI

氏がトイレに行くことだった。まもなくそれについて家族で紬し合いが行なわれ，向

宅では小便であればトイレに行かず尿尿ピンを使おうということになった。そして石

田氏がllIIj過ごす時間の多い端所の3か所それぞれに尿尿ピンを笹いた。それは人目

にすぐにそれだとわからぬよう，蓋付きの箱（ごみ桁として売っているもの）のｌＩｊに

入れてWtかれた。そして典がｲI:１１で制守のＭ１の犀服ピンのかたづけは．リｌき続き娘の

仕耶となった。尿尿ピンを使い始めたころのｲiIII氏と娘の典型的な会甜を次に紹介す

る。

<石田氏と娘はダイニングの椅子に座っている〉

９石田：ちょっと。（言いながら脇に幽かれた箱の中から尿尿ピンを取り出す。娘は

慌ててその場から立ち去り，隣の部屋に移動する）

１０石田：終わったよ。（隣の部屋にいる娘に声をかける。娘が戻ってくる）

はい。（戻尿ピンを手渡す）

１１娘：＊はい。わかりました。（尿尿ピンを受け取る）

１２石田：＊はい‘お願いします。（足早にトイレに向かう娘の背中に向けてｇう）

上紀のような，石田氏が尿尿ピンで川を足し．それを娘が受け取ってかたづけると

いう実賎は，やはり２人の間に緊張した雰川弧を漂わせた。そのため娘は尿尿ピンを

見ないようにしながら．足114にトイレにIi1jかつた。このようなときIりびていねい柵

(＊の１１娘，１２石Ⅲ）が使われたが，そこにはユーモラスな雰囲弧はまったくなかっ

た。また上腿の保尿ピンをめぐる２人の「対話」はしばらく，事務的で機械的な雰囲

気をもつ紋切り型で，そのやりとりがｌＨに政1m行なわれていた。

しかし１週I川ほど過ぎたころから．娘に雌尿ピンを渡すときに，新しい対鮒形式

(＊の14娘，１５石Ⅲ）が加わるようになった．

13石田：終わったよ。（隣の部屋にいる娘に声をかける。娘が戻ってくる）

はい。（尿尿ピンを手渡す）

１４娘：＊きれいな色してるね。健服なしるしだね。（戻尿ピンを受け取り．じっとそ

れを見ながら言う）（以前．体隅が悪いとき尿が濁っていたからだ）

15石田：＊そうですか。（少し婚しそうな顔をして．いっしょに戻尿ピンを見つめる）

１６娘：はい。じゃあ．かたづけてきますから。（言って，トイレに向かう）

17石田：はい，お願いします。

鋪６噸対納的凹係の交渉と膿史としての「)ｗｌｌ‘1５



新しく取り入れられるようになったのは，１４娘，１５石Ⅲの「対謝」である。娘が何

弧なく取り入れ，イiIlI氏が蝋しそうに同意を示した「応杵」（やはりていねい紺）に

よって．２人の川に「尿の状態を見て他服をチェックする」という断しい実映が生ま

れた。それまでの２人にとって峡尿ピンは，それが透明であるからこそ，それを互い

に見ることには気まずい思いがあった◎石田氏にとっては自分の尿を人に見られるの

には抵抗があり．一方，娘にとっては他人の尿をじっと見ては失礼だという気持ちが

あったからである。したがって．尿尿ピンは２人のⅢにふれる時IIIjができる限I)少な

くなるよう，とにかく早くかたづけられるべきものだった。ところが尿をめぐる新し

い「対綴」はていねい語とともに，尿尿ピンはむしろ透明だからこそじっくりと11』味

を観察すべきなのだと行わんばかりに，尿尿ピンを前にした２人から気まずさを取り

除いた。

④バフチンの視点からみえてきたもの

(1)対賭的関係の交渉とその歴史

この節では．これまでみてきた石田氏の「ていねい柵」とその空遷をもとに．バフ

チンのiiiM職からみえてきたことについての考察を試みる。まず第・に対譜的関係の

交渉とその歴史について，鮒~､に前粁の考え方に韮づいたアイデンティティについて

取りＩそげる。

バフチンは，コミュニケーションをある「発話」に対する他の「発話」による能動

的な「応答」の巡航であるととらえる。つまI)，ある「発抽」（これもまた他の「発

甜」に対する「応答」である）の愈味は，それに対する「応符」との関係において柵

築される（これもまた次の「発譜」による「応答」の巡鎖に続く）。そしてそのよう

な相互的な「応答」の連釧は，バフチンが「了解」とよぶ過秘を総る。

ｒ解の1；要Ｍ的は…iWiし手が仙川する1川冊形態を既知のものとして「おなじ」形態とし

て111‘似するということにはない。そうではなく「解の主目的は，仙ⅡIされた形態の再遡で

はなく，所与の具体的なコンテクストにおけるその了解．所与の発餓におけるその意味の

了解，つまりあたらしきものの了解にあるのであって．その同一性の再認ではない。

(I畑khtin,1930／桑野沢．1991）

これまでわれわれはｲLiIII氏のていねいj冊の変遷をみてきた。そこにおいては，石ｌＨ

氏がていねい諾を使用する対紬州手や場を広げたり，イントネーションを変化させて

場に与える印象を変えたりと，自分なりのことばとして利川していった歴史がみてと

１．１６Ｉ,ＡＲＴ２学制油勤の，壁雌



れたであろう。

バフチンの「応杵」という視点から布田氏のていねい語の変遷をとらえるとすれ

ば．それは対揺村とのIIUで「r解」の過程を雑た，まさにその意味において互いに能

動的な「応符」をくり返してきた歴史であるといえよう。言い換えれば，ていねい冊

の変遷は，それが用いられるたびに，その都度の意味の新しさが対話将どうしの間で

吟味・再吟味されてきた雁史を災わしているということである。

さらにバフチン（l930桑野iIR’1994）は．「了解」する主体を「,j柴をもたぬｲｆ

在ではなく，内司に満ちた人川である」ととらえるっわれわれはそれぞれにさまざま

な「社会的前語」とかかわることによって（そしてその歴史を積みjKねることによっ

て)，その前禰あるいはその『稲の使用者との関係において獲得した「)〃（複数)」を

内両として盤郷する。常にわれわれは，あくまでもそのような1{体として，瓦いに

｢応杵」をくり返している。

そのようなバフチンの内前の理論からワーチの「特権化」について考えるとすれ

ば，それはたとえ「特椛化された声」を使用しているときであっても，その話肴には

｢特権化」されていない内司としての他の「)ｗ（襖数)ｊがあることにi緋Iすることに

なるだろう。ｉ_iい換えれば．「勝椛化されたﾒﾉ」は，内甘としての「脚（槻散)」どう

しの関係の中から逆ばれ仙川されているということである。

しかし「特椛化された声」がまさに「権威的な討葉」になる嶋合．そこではただ

｢特権化された声」に期待された「声」のみでの「対話」を強いられる。なぜなら

｢椎威的な前繋」は．他の「)w」との接触能力をもたず，他の「jIf」とｷil亙活性化す

ることを極力拒む「声」だからである。

しかしながらそのことは．澗卯（1990）が指摘する「他肴性」を無視することにつ

ながりかねないと筆者は懸念する。酒井によれば．われわれは元来相而に「他者性」

を保有している。その他者とは，「期待の連関の中で考えられた，予想された期待に

沿う限りで秒えられた他粁」ではない。すなわち他什とは，「｢脚』と対!!《的なIⅢ柄に

おける対立項としての『他」である背のことではなく，白・他の瓦換性に解消するこ

とのできない他者」のことである。

「特権化」との関係において．その「他折性」について考えるとすれば，次のよう

になるだろう。「特椎化された）肘」は，互いにそこで標峨とされる「)$f」に規定され

た'１０係をわれわれの１１:いの間係として朋待する（たとえば，あなたは灰粁であり，私

は思蕃である)。しかし「勝怖化された両」が，そこで期待される以外の他の（たと

えばここで忠者である息は．会社貝であり，また家では父親である）「声」での「対

話」を妨げる珊合．それはわれわれが互いの「他廿性」に気づくことを難しくさせ

鋪６痢対01A的Ⅲ係の交渉と膿史としての「ﾉw」Ｍ７



る。

その一・例として，石田氏の激しい怒りが入院洲初「医縦文化のﾇｲ」でしか解釈され

なかったこと．つまり「特椛化されたﾒｲ」での「応符」しかなされなかったことがあ

げられる。激しく怒りを示す石川氏はただ，「脳機能の損傷によって性格が変容した

忠巷」としてのみ「応答」されたのである。

しかしわれわれはバフチンが術価したように，ざまざまな社会的拠独にかかわるこ

とで，ざまざまな「脚」を盤得している多声的脚己である。したがって，たとえわれ

われが「特椛化された)師」での「応杵」をしていたとしても，常にその行後にはそれ

以外の「声｣，つまり「他者性」を保右しているのである◇その意味において，「他斬

性」とは本来的なものからのズレとして扱われてはならない。

またそのことは，われわれには常に「符椛化された声」に規定されない「声」での

｢対11門」の叩能性があることを,J：唆している。すなわち，ｊｊ:いが「他特性」を保右し

ていることへの気づきは，「蒋椛化きれた声」に規定された対話的IMI係だけでなく，

多様な対話的関係が開かれる可能性につながり得るということである。

「他昔性」への気づきを特に難しくさせる「怖威的な荷葉」は，人々の関係を硬化

させ，すなわちIIijw化した対鮒的iMl係に導きやすい。しかしバフチンはそれと対照的

なことばとして「内的悦得力のある1-r熊」をあげ，次のように脱IﾘIする《，

内的説得力のある古葉の創造的なﾉI§産性は，まさにそれが自立した思孝と自立した新し

い討葉を呼び起こし．内部から多くのわれわれの訂紫を組織するものであって．他の訂莱

から狐証した不動の状態にとどまるものではないという点にある。…内的脱得力のあるｉｉ

熊は．他の内的脱i1lI力のあるbi典と繁猟したＨ１爪作川を冊姉し，開1h．1m係に入る。…内的

脱冊力のあるii熊の慰味梢造は光紺したものではなく‘１Mかれたものである。内的説榔力

のあるi二i葉は．Ｈ己を対譜化する新しいコンテキストの''０に置かれるたびに，新しい愈味

の１１J能性を余すところなく開示することができる。（BnkhIin･’975／伊東沢．1979）

「内的挽掛〃のある『↑紫」は．他の「)11」に1Mかれ，他の「)w」との「対繍」によ

る州虻活性化の潜在性を秘めている。耐い換えれば，「内的説得力のある言業」は，

相手の「他者性」に対する気づきをうながし，人々の硬化し単声化した対話的関係

を．柔軟性あるより多声的な対I満的関係を開く力となり得る。しかしまた逆に，相手

の「他考性」を尊爪することも．「内的脱押力のあるlj紫」をﾉkみ出す土塊になり１り

るだろう。

イi川氏の場合，家族が石川氏の「他者性」に気づくきっかけとなったのは，まず輔

害－．に石Ⅱl氏の激しい怒りであった。「特権化された):f」（この場合「MKi縦文化の声｣）
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での「応群ｌしかなされないことへのｲfH1氏の述和感が，激しい怒りとなって他者に

向けられたのであるしばらくたってから家族は．イilll氏の怒りについてのそれ以外

の解釈の'１｢能性に気づいたつまI）「Iｸ鍬文化のﾉ"」におけるｲiIII氏の「他貯性」に

｢応答」したその具体的な「応答」の１つは，｛『川氏のていねい,;ﾙに対する家族の

ていねい冊による「応梼」であった。

しかし，lIljzの「他榊|§」に「応稗」す為ことは必ずしも祥扮ではない‘たとえ

ば，イim氏が捕弧によって〈それは必然的ではあったが）娘とそれ以前とはＮなる

｢ﾉ瀞」で11}会わざるを得なくなったときのように，州Ｆの「他荷性」に川会うことは

自I_』に大きな葛藤を生じさせることがあるそれは涌井（1990）が指摘するように

｢他者との川食いは必ず間柄として与・えられた秘の､2場も相手の立助も塊してしまい，

期待を典切為こととなゐ。…それは．１つの筋きを(‘ドうだけでなく，『融」をそして

｢私』と他の人の川係を決定的に礎撤させてしまうため，他荷を通じてＩ･融」はI1ILL

に同一化できなくなる」からである。

本論の摘論に沿えば，すなわち，相下の「他荷性」に「応答」し，その「声」との

対荊的lMI係に入ることは、その「ﾒ『」に「応群｜すあための「郷ｊが''1ＩＦ』にも必災と

なる。それはそれまでI‘1分になかった「ﾉ1ｒｌで‘&鮪かもしれない。そしてjﾙ合によっ

ては，その「ﾉw」がI'ｉｕの他の「ﾉlf」との関係において簡雌をﾉｋじさせることがあ

る‐したがって，相手の「他苛性」を尊歴することは．そのことによって厳いにそし

て自らにも生じる葛藤をもり|き受けていくことが必婆となるのである

しかしたとえ曹膿がﾉｋまれたとしても，mlI氏と家族がていねい,淵という新しい

｢ｊ:『」で川会い'''1:したときのj:うに．イ{1下の「仙汁'''1鋤を1M〔'１〔すゐことが，それまで

の1.11ﾘlの側係性を問いiI‘〔すことにつながることもああ，

以上，ここではバフチンの拠点から「内的説押〃のある言葉」と「椛威的な言葉」

を取り上げ，どのような「声」で「応答」するかによって，対話的関係のさまざまな

lWi的述いがﾉI雑れることをみてきた。そして「ﾉIflには，そのような対,ｉＩ的IMl係の交

渉とそのIlifl｣uがⅨ映されていゐこと，さらには「J|､↑椛化されたﾉ川が（I;)る｣ﾙ合におい

て．「他什性ｌを保証することの'K要性について勝えた‘

(2)過程としてのアイデンティティ

とこみでバフチンはIﾉ､1,i・も「対･細的状態としてとらえる。すなわち，他汁に向け

て実〕〕Aされた「ﾉIｲ」と|‘１慨に，またそれとliijI|＃に．’'11-Aの内,↑としての｜ﾉlr（複敗)｜

も互いに「応稗」をくI)返す「刈紬」的関係にあるとする。その視点から行111氏のて

いねい鵬の'鐙彊についてどえるとすれば．すなわち．そこには内尉の「対話」の歴史
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も織り込まれていると理解することになるだろう。ｄい換えれば，その郁度の「声」

は，常に変容しつつあるアイデンティティの過程．あるいは過穏としてのアイデンテ

ィティであるととらえることである。

ただし石川氏にとって共存困難な「ﾒｲ」は，特に娘を対話相手にする「声」であっ

たことを忘れてはならない。石川氏と娘との間にあった述和感が両暫によるていねい

柵での「応答」によって互いに級和されたことは．イim氏のていねい綿が娘との関係

においてとiil時に．イilII氏側身のあるいは娘Ｈ身の「ﾉ肘（複数)」との関係において

も，より脚然に共存できる「声」であった（少なくとも娘にとってはそうであった)。

そう理解することはまた，元来多ﾒｲ的自己であるわれわれのその都度の「声」が，自

己内他者を含めた多様な他者との対識的関係の『I'から生まれること．さらに話すとい

う行為が，それらの対話的関係を細み直す行為であるととらえることである。

どの「メリとどの「):ｊ」が．またどのようにして間係を組み直しているのか．本蹴

ではそれについてバフチンの「両」が常に「誰かにliﾘけられている」という視点から

考えてきた。そこから新しい「声」が生まれつつある過程における対話相手の砿要件

について，たとえば他者からどのような「応答」を得るかによって，さまざまな自己

のM1かれ方があり得ることについて石川氏の１１例を通してみてきた。

しかし「応枠」はけっして受動的な行為ではない。たとえば，mIl氏は幼子のよう

に僧しかけてくる勝手肴護師には行を向けて（いわゆる’無視，無甜の状態で）いた

が，その一方で向分の気持ちを受けとめ励ましてくれていたある１人の看護補助に

は，不明瞭になった発語を身振り．F振りで補いながら欄極的に話しかけ．コミュニケ

ーションを楽しんだ。バフチン（1979ほか／新芥らIﾘ<，1988）は「いかなるi細ﾙ的手

段の選択も．多かれ少なかれ，受け手とその予想される返答の影響のもとに話者によ

ってなされる」ととらえる。そうなれば，石川氏の先のふるまいは．意図的に自分の

求める「応答」が得られるような手段と対話相手を選択していたととらえられよう。

すなわち，われわれは「誰とならば自分が満足できるような『応符』が得られるの

か」あるいは「雌とならばf１分がつくりたい｜･メリがつくれるのか」を．ある程皮対

佑柑手と，そしてその下段を遊択することができるのである。ことばが諭す主体の愈

識や人格となる「脚」をつくる媒体であることを琴えると．対話相手と手段の選択

(無視，無言も合めて）は．自らのアイデンティティを守るための順饗な方略と鞍え

られよう。

しかし,イi田氏のていねい納の変遥にみるように，他行からの偶発的な，ときにあ

ま')意図せずなされた「応答」が自己の侭かれた不都合な状況の乗り越えを可能にす

ることがあることにも注目したい。そのように，「)部」が常に「誰かに向けられてい
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る」限り，主体と.E体との間有の関係性においてさまざまな染り越えの可能性が|Mか

れ得る。

その際，くり返し述べているように．そして特に「特柿化された声」がある珊介に

忘れてはならないのは．相手の「他行性」を尊重することである。ただしこれまでみ

てきたように．相手の「他者性」を蝉jｉｔすることは．結果的に望ましい自己の新しい

可能性に開かれ神ることもあるが，－･方激しい葛藤を引き起こすこともある。そのよ

うに「他粁性」との11}会いを含む「対iIJi」は．まさに予測できないケームのようであ

る。しかしいずれにせよ．瓦いの「他折性」がいかにして保弧され神るのか，またそ

こで生じる葛膜をいかにして抱え御るのか．それらについては，バフチンの「対識」

が意味することについて，少なくとも「脚」が「社会的討細あるいは「他肴のこと

ば」をいったんflfI)て独自の意味や炎現をのせた「胆諦術」の過穏を経て生まれるこ

とを考噸しさえすれば，それが佃人ではなく社会全体の裸皿であることは明''1であろ

う。

⑤終わりに

以上，本噸では．突然の病いによって両脇と歩行に陣諜を負ったある１人のりj性に

ついて，入院から退院後のリハビリノI稲にいたる焚期的な参与観察記録をもとに，本

人（そして家放）が障害をどのように総験し，またその陳桝をどのように受けとめ，

それとつきあっていったかについての過税を細介した。その過程はまた．障祥の有無

にかかわらず．他荷との関係の１１'でn分をどのように経験し，またその中でどのよう

に自分の「肘場所感」を獲得していつたかの過程でもあったともいえよう。

入院当初の石IⅡ氏は，誰との間にも「勝鰐所感」を得られなかった。その自分の価

かれた状況に対する「述和感」が，激しい「怒り」として他粁に向けられ，さらにそ

れが「ていねいiIi」という新しい媒体を伴って他巷との断しい関係を開いていった．

そのていねい柵はけっして自分らしさを洲さず，また棚Ｆに対する怒りの気持ちをや

みくもに発敗させたI)，無理やり沈肺させたりまぎらわせたりすることなく，むしろ

その気持ちにつきあっていける「声」となったｃ

しかし石川氏のていねい語がそのようになるまでの過税には．他:荷との関係を含め

た秘戯やもがきがくり進きれた。バフチン（1930／桑1lIf択，1994）は「それぞれの↓ｊ

葉は……さまざまな方向の社会的アクセントの交差と闘いの小豚台である。一・個人の

発する言葉は，社会的諸力の生き生きとした相亙作用の所産である」と述べている。

その指摘は筆将に，石川氏の葛藤やもがきなどの「違和感」を秤定的にとらえるので

鮒(i噸対甜的関係の交柳と賊山としての「ﾉｗｌｌ刷



はなく，それを他者に対する「能動的な応答」としてとらえる視点を与えてくれた。

そこからさらに錐者は，秘蝋やもがきなどの「連和懸」を，何らかの「脚」と「声」

とが「対岱」しているゆえに'ｋじているとしてとらえた。

さらに縦者はワーチの貞献に鵬づき，特にヴイゴツキーの内筒の発述理論をバフチ

ンの「対i細の概念によって拡扱させることに関心をもった。そして「対話の変遷」

を，主体と同時に主体と他廿との関係の「発達」あるいは「変容」として，また主体

が感じる「述和感」をそのような「発途｣．あるいは「変容」の滞在性を秘めたでき

ごととしてとらえてきた。

本章では十分な理讃的検討にまでいたらなかったが，彼らの視点はわれわれに，他

者（｢他者性」を含めて）と出会うことによって開かれ得る発達あるいは変容のさま

ざまな間や方向性などについて．具体的にそして磯かに記述できる可能性を示してく

れていることは確担できたようにⅢう。

鹸後に，イiIIl氏が自分の「肘粉所感」を得ようともがく過程には，ここには紹介で

きなかった数多くの挑戦，空振り，あきらめがくり返しなされていたことを付け加え

ておきたい。そしてこれからも雄かからの「応杵」を待っているに通いない「声」が

あることは．本論もまたｲー iIlI氏と'１１棟である。
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第７章

造形教育の変琉

麓 協働される創造と知

１１‘iMrﾉI稲jﾙIhiで．ｆどもがつくったり災わしたI)するｲj:為は，もの，こと，人との

関係を新たにつくり，これまでl‘11ﾘlなこととして行なってきた兄方．感じ〃、考え

方．つくり方．使い方．行ない方等の活動を組み伴えて．ともに知虻し，ともに実践

することが１１J能な社会的文化的１１塀を，他粁との|H1に新たにつくり表わして現象させ

成り,Xたせている。しかしながらこれまで，子どもはつくったり炎わしたりする造形

的なｉ,1i1IWを通して．他什との川lill'1りな文化的''1:VILと|"伽的'ﾉﾐ雌を'１｢能とすゐ社会的間

係性を，どのようにして新たにつくり成り立たせていくのかという視点からかえりみ
られることはなかった。

ここでは，ｆどもが生活jﾙｌｍで他者とともに，状況的，相互的，協働的につくり表

わす活動過祝で，Ｆ１分が生きているできごと|叱界の文化的愈味と社会的側係性をつく

り成り1Zたせ，それにより避形的な活動も成り'１ﾉ:たせていく過ｲli1についてみていきた

い。つまI〕．何かをつくり炎わす造形的活動を，大人が111明とする「造形」や「美

術」の文化的枠紺みによりみるのではなく，'１１１州/k活上の場や「状況に埋め込まれ

た」（Suchman･ｌ９８７佐伯慌択．1999）活動によって，子どもが刻々 とっくI)成り

,雄せていく社会的で文化的なできごと11t界の全休性においてとらえる，￥)子どもが

他行とともに生き生きとしたできごと１１t界を協伽的につくり川していく「意味ﾉk成の

行為」（IlInllj，1999）の成り'2ちと，その成り立ちを支える，もの，こと、人との関

係変容の過税から子どもの造形的活動をとらえるそして．き造形的な活動を通して

子どもと他勝との社会的側係が状況的・相71:的に変容していく過穐をとらえるのであ
る。

そこで以1,.では，⑩1.1常ﾉi輔jﾙIiIiにおけるｆどもの雌形的なiI'i肋はどのよう視点と

方法によりとらえることができるのか，②子どもの造形的活動の発生場1mや造形的活

動を伴う遊びの実際の過程においては，どのようなIMI係性が成り１kち‘何がﾉkみ出さ
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れているのか，そして，③Ｈ常生活場面や幼稚剛・学校等で，子どもと他者とが協鋤

的にできごとを創造し知を成州Lたせていく過秘の意味とそのあり方について，実陳

のりI例をもとにとらえなおしてみたい。

①日常生活場面における子どものつくり表わす活動をとらえる

(1)造形的活動に対する従来の視点：個人能力主義と文化決定鶴

これまで大人は，「造形活動」や「美術活動」をおもに以下の３つの前提によりと

らえてきた。このことが，子どもの造形的活動を，文化（認知）的意味と社会的関係

性をつくり成り立たせる協鋤的意味生成過報という視点でとらえることを妨げてき

た。

①「個人」という活動主体（学習者）を単位とする活動。

②外界の馴物や身のまわりの事象について．子どもが感じたり組蛾した表象やイメ

ージを呼現（rcprcscntation･表現）する活動。

‘③子どもが行なう災現行為の活仙の珊や文脈とは脱文脈的な．雁史的社会的に決定

きれた既存の文化的炎現撒式を学ぶ（再現する）活動。

大人は，造形的活動を「個体能力主義」と，「学習内容の文化的決定論」を前提と

してとらえている（万則，1998)。そしてこの２つの前提の背後には，主観と容伽，

内界と外界，個別と普過．自己と他者，仙人と社会を皿いに分離してとらえる近代主

義的二元錨が暗黙に働いている。問題は．こうした大人が抱いている前提や帝俄が，

人と人との間，子どもと大人との間に，もの，できごと，人を「共同化された対象」

(麻生,1991,2002）としてつくり成り立たせる人間の文化的社会的な協働実践を無

効なものとすることにある。むしろ，他打とともに．記号や巡典をつくりそれを他川

して枇界の現われをつくる活動．Ｉｌｉｌ時に．その１１t界に生きる社会的IMI係をつくる活動

が，文化と社会を「共同化された対象」として成り立たせる第一・次的次元であるとい

える。

これまでの子どもの逝形表現活動に関する研究も，「個体能力主凝」と，「学習内容

の文化的決定紺」をｉ１提に進められてきたく‘Ⅱ‘附生治場iiliiにおける1fどもの描画活動

の研究は，ｒ･どもが1人で絵を描く場面を大人が叫察記述する描側研究（E､鷹.1954：

Luquc1.1977）として行なわれてきた。活動耶例の記述では描画という「記号=意味」

(文化的道具:culturaltool）を生みＩＩＬ，生み川した「記号=意味」を用いてその描
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岡をつくり変えたり，その描画を媒介にして他者とやりとりする過程も一部記述され

ているものの，こうした社会的文化的関係生成の過秘を，子どもの「内的モデル

(modもIeintemc)」（Luquct･’977／縦制択，1979）の再現．外界の拭った知雌的IIj現

(｢でき柵ないの写実性（r6alismemanquも)」（同上)，人人の文化的表現橡式の劣っ

た表現へと還元する解釈がなされている。見えた通りに描く，心に感じた通りに描く

という，そこでは，再現的描IIhi表現様式が自明な前提ときれ，再現的表現の刊得が造

形教育の峨終、的とみなきれている。

しかし．絵を描く過程においては．絵を通して行なう会話や身ぶり弾の行為が，絵

(記号=意味）と絵を描く行為との間につくる関係により，絵と描く行為とを自己や

他考との川に，「絵」や「描く行為」として成り立たせている（松本，2004b)。描く

過程で行なう会話などの描くこと以外の文化的遊具に「媒介された行為（mediated

action)」（Wertsch・’991／Ⅲ間ら限，1995）と．描く行為や描かれるものとを切り

離すことはできない。両者はＪ１:いにつくり合い．絵と会緒とを相亙に成り立たせてい

る（松本，2004b)。つまり，これまでの子どもの遺形研究は，子どもが描くもの，

つくるものを‘子どものつくり災わす活動過程そのものに働く社会的文化的側係性に

おいてとらえるのではなく，１冊勤過税から脱文脈化した視点により活動を分断して意

味づけてきたといえる。むしろ．拙く行為と猫かれる絵が．その場の１つの行為によ

り同時につくられること．描く人だけでなく他者との1111にも一気にその意味を成り立

たせることが謎なのである。この謎を明らかにするためには，描きつくることが成り

立つその微細で局所的な活動過秘を解明する必要がある。

(2)子どものつくり表わす行為をどのようにとらえるのか

1）できごとの生成過程における活動システムの変容

①プレリテラシーからのホ唆

Ｈ常生活内で子どもが造形的な活動を行なう珊而をつぶさにみると，描いたりつく

ったりする過穏で．つぶやいたり，つくっているものに対して身ぶりをしたり，まわ

りの他粁に柵いているものやつくっているものを兇せたり．何をどのようにつくって

いるのか緒をするなど，造形的活動以外の道具に媒介された活動を多元的爪埴的に行

なっている。

茂呂（1988）は純学前にみられる蕊み杵きに顛似の活動を「プレリテラシー

(prelitemcy)」とよび，飢学IiiIの子どもたちにとっての「許くこと」は「全身的・活

動指示的なシンボル使用から必然的に発生する。（中略）“書くこと”は肝御ルールに

基づいて表わす二次的なものではなく，シンボル使川の過程において･･次的で必然的
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に生まれるもの」（茂呂，ｌ９８８ｐ､１９）だとする◇そうしたシンボル使用の過程は以下

のような特徴をもっている。①それが「元の活動の蝋にくっついている」こと。子ど

もたちがつくるシンボルは，「その鳩で行なわれた活動全体を術水しており，そのた

めに「･啓かれた”シンボルだけを取り川すことができない｣。②「いつシンボルの意

味がつくられるかに関係している」「シンボルそのものをつくるときに意味がつくら

れるような表現系があり，表出行為そのものが意味をもっており．シンボルの意味は

後から遡められるにすぎない｣。③そのﾑﾙを柵成する身ぶり･iMiり．描画などが相互

に依存しながら，そして机虻に規定しながら，交替しつつ，梯かれたシンボルは出現

する（茂呂，ｌ９８８ｐｐ､18-19)。

以上の３つの指摘は，「媒介きれた行為」である「書くこと」は，同時に，媒介す

る巡凡を生成する活肋でもあることを派している。「許くことの発生的躯災」は，評

かれるシンボル．シンボルをつくる炎出行為，場を柵成する身ぶり．綿I)．描阿など

が相瓦に依存しつつ相Ｊ１:に規定し合うことにより，そのローカルな場や状況において

シンボルの成り立ちとシンボルに媒介された活動を支える似雑で複合的なできごとで

あるといえる。「書くことの前史（prehistoryofwriting)」（VyRotsky､1935／柴田

沢．1975.pp35-67）にある特別な統み杵きのあり方は，渦動それ自体をつくり．活

動それ自体を折示するようなシンボル仙〃脈動である。プレリテラシーにある幼児が

｢啓く珊而」では，文字とともに絵も描かれ，また，文字とも絵とも区別のつかない

書かれたものがつくられている。この意味でそれは造形的表現の発生的事実を明らか

にするうえでも示唆的である。

造形的橘助の発生的嶋1mにおいて．子どもは，内的イメージや外界の知此にしたが

って描く以IiiIの生後１０かﾉjに，筆記具を持って記す行為を「描くこと（渦動)」とし

て他巷と協働形成している（松本，1994)。また，対人交渉下で，他者に描くことを

依頼することで，１歳代に意図的な表現（揃画に対する命名）を先取り的に実現して

いる（山形，1988.1989)。造形的活動の発2k的場面で子どもは．他者が描いた絵や

絵本．啄典などにjKね描きをしたり．他昔に道典を鑑し川して描くことを依執し，他

将が描いた絵に飯ね揃いて遊ぶことにより．我現対象，戎現方法，表現を行なう自他

関係をli1時につくり出している（松本，1994,1995.1996.1998)。

家腿や幼稚園で子どもが絵を描いたり１自作をする活動も，もの，こと，人をめぐっ

て身のまわりの大人やきょうだい，友だち群の他者との柑虻交渉により成立するﾉk活

のできごとに肌め込まれている（松本，1998.1999b)。他打とともに身のまわりのも

の（土，水，花．木．木の史，生き物，欄み木，廃材)，珊所．人，活動やできごと，

耗験に対して，向かい（｢オリエンテイング｣)，位置どり（｢ポジショニング｣)，際だ
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たせ（｢ハイライティング｣）（上野．1996）ながら，見たり，ｉ活したり，描きつくI）

合う机1K作用．抑{:行為の過椛で了･どもは，絵を描き．ものをケーキやアニメヒーロ

ーの巡具へとつくり変え，幼稚隙lのお部臆の一部をレストランやお店雌さんへとつく

り変えていく，子どもが他者と行なう相互行為は，ノk活や遊びのできごと1M:界と，そ

のできごとを成りたたせる絵や正夫などの「遊びのできごと内の道具」や「遊びので

きごとの期」（三浦．2002）とをIdil時に協勘形成しており，この協働形成過程ができ

ごとをかたちづくり．造形的行為（表現方法）と造形的に炎現されるもの（災現対

欺）の働きや意味を成りたたせている（松本．1998.1999;松本・服部1999;松本・

毒洲2000;三浦，2002)。

②活動システムとできごとの相互的成り立ちの遇礎

造形的な活動，造形的な災現は．できごとの生成過税という活動システムの生成や

拡扱の全体性において１Ｍ:界が現われ維験されていく過椴において，つくられ，使用さ

れ成り血っていくことが予想される。

枇界が現われ経験されていく活動システムの生成や拡張の全体性の過程とは，いか

なるものであるのか。それは柵助している行為秤においては．できごと（2k起）をⅢ

して|H:界の経験として鵬じられ，秒えられ，行なわれている《》吉深（2002）は「<で

きごと〉は世界を出会わせる。そのためにできごとに間有のくできごと〉性といえる

ものはそれ自身にとどまり．われわれの間を摺り抜けていく｡Ⅲ会わせられたものが

すなわち世界である」（P､125）とする。「われわれはそうして惟界を不断に栂成しつ

づけている。このような不断の11t界の生成，それがあってはじめて泌識も可能にな

る。（厳密にいえば，iIt界の生成と同時に泌披も''1能になっている)」（P、128)。われ

われはこの世界に生きて，鵬じ，砦え，表わし，皿解し，行為することにより．世界

を腿識しそこに生きている。一方，われわれはそのIU:界がくできごと〉であり．私に

とってのくできごと〉であることを知っており，、己にとっても他者にとってもそれ

以外でもあり得ることを知っている。つまり感じ．考え．行なう行為を通してできご

とをつくり，それにより'1t界を生成して現わし生きていることを知っている。われわ

れはできごとを通して世界とⅢ合い生きている（｢11己指示＝循環性の使用｣）が，枇

界はその基本的性格であるできごと性により，先延ばし（｢脱トートロジー化｣）され

ているのである。できごとの敢なり合いと迎鎖，できごとをつくる行為の爪なり合い

と巡鮒が，われわれに11t界を現象させ，そこに生きることを成り'１fたせているといえ

る。

そこで，生活や遊びのできごとについて以下のようにとらえることにする。
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遊びのできごと，Ｈ常ﾉk活珊面におけるできごととは連続的であり，かつｲﾐ迎続である

ことに蒋色があるの①できごとは，もの，場所を媒介にし，時を条件にして，自他でやり

とりする1f為により状況的，州li的．脇働的につくられる。②‘できごとの愈味は．柵』峨

観的な11t界として現象する。(3)できごとは．不ﾛI逆的で一回性の過程をたどる。④できご

とには，はじまりと終結があI)．意味のまとまりとして知覚される。⑤もの，ひと，場

所，時はできごと内において，そのつど新たな意味を衣わす。（三浦，2002,ｐ､428）

ここでは，そうした襖雑で似合的な活動全体が１０１時に生起して成血していく過穏に

おいて，「つくi)我わされるもの」と「つくり表わす行為」（三浦，2002:松本．200k4）

が相互的につくられていく過職をとらえようと思う。こうした相亙交渉の形やプロセ

スの変容過程が，つくる活動，描く活動を発生きせ，つくられ描かれる対象の意味と

方法とを変容していく場や〃として機能していると考えられるのである。こうした愈

味で絵を描き，ものをつくるという文化的活動の生成珊而は，IIil時に「社会的な関係

システム全体の変化の過程」（川脇．1996）でもあるととらえるのである。

はじめ乳児がなにもの力､をlliIもうとしてうまくいかないでいるとき，雌親がそれを助け

る。すると乳児は達成されない行為が，ものを指し'j§す愈味をもって，１ﾘ帆の援助を柵る

ことができることに弧づき，術さし機能へと愛化するのである。このように，術さし機能

ははじめからｆどものなかにあるのではなく，また．雌親の指さしを11ｔに模倣するわけで

もなく．子どものある行葛（の愈味）が，母親との関係で新たな意味を獲得（変化）する

のであり，何時に，母胤も-ｆどもの把握不能に対する援助行為から．折示行為に対する反

応へと愛化していくのである。（中略）個人への内面化の過程は．けっして外にあるもの

を内にそのまま取り込むといった受動的内化の過押ではなく，母と子の社会的行葛の|Ⅲ係

が愛化し，それが仙人（lサ｢･奴方）の活動の１１１柵成を促し，新しい愈味を盤1Mするという

過程であり，それぞれの独121で梢極的な過税を示すとともに，まさに社会的な関係システ

ム全体の変化の過程なのである。（剛胤．1996.ｐ､76）

2）文化的遊具に媒介された自他間の活動システム

描く行為．つくる行為は，行為将が原境からの刺激とのIHIに巡典を媒介として新た

な記号（道)↓）を生成する文化的ii1i動の発生過裡であるが，こうしたii1i動の発生過程

もまた．指さし機能と同様軒①Ｈ他双方の道具により「媒介された油勤」（Wertch･

'991）のi¥柳成であり，②社会的な関係の変容であり，③社会的文化的システムの全

体的変化．というべき耶態（できごと）である。

この愈味で．描く行為．つくるiI1i動はエンケストローム（Engestrijm，1993）のい

う「活助システム（activitysyStCm)」であるといえる。
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満動システムは，主体と対象と道具（サインやシンボルと側棟に物質的な通典も含む）
を統一ぎれた全体に組み込む。活動システムは，人間の行為の対象へ向けられた'蝿的な
面と人にＩｉｌＩけられたコミュニケーション的な1ｍとの両〃を組みこんでいる。生産とコミュ
ニケーションは分離できない（Lossi-LIlndi、1983)。実際に．人IHIの活動システムは，ノｋ

賑．分配，交換，ｉ''1賀のサブシステムを常に含んでいる。（ljngestrijm，1993,ｐ､６７;CoIC’

1996／天野訳，2002,ｐ､194）

適典を媒介にした文化的渦動の生成過程が，同時に社会的システム全体の変容であ

る１１実とは，先の'11脇のいう「指示身ぶりの発進」（Vyx〔)lsky,1981／柴111沢．1970,

p､210）や，メルローポンティ（Merleau-PoI1ty,1945／樋ilWら訳，1966）のいう「鏡

像の習得」などを発述上の代表的場面としてあげることができる。たとえば前者は，

ものへと手を伸ばす行為が．自分が欲するものを指示する身ぶりへと他肴とのコミュ

ニケーションや相瓦行為により記号生成されている。ｆどもの身ぶりやlillかう姿勢は

記り･として他肴により鋭み取られ，手の向けられた先にあるものを他者が取って子ど

もに渡すことで補完されて，この媒介された行為はそのつど成り立つことになる。こ

の時，手をものへと向ける子ども（主体）は，「そのものを欲する人」として．手を

li'1けた先にあるものは「その子どもにより欲っせられているもの」（対製）として，

そして下を向けた先のものを取ってあげる母親は．「他行（子ども）の行為を解釈・

理解し媒介きれた行為を補完して，ｎ号1分が欲するものを手にする』という他荷の活

動を成し遂げる人」（子どもの活動を協働形成する他者）へとそれぞれ役測を変えて

いる。この協働行為の過程で，子どもは欲求や意図をもって身ぶりし行為する主体

へ，子どもの身体は欲求や愈同を表現する肥り･へ，１Ｊ親はｆどもの欲求や意図をｆど

もに代わって速成する協働行為者へと変容して，社会文化的に新たな関係にある新た

な活動を生成している。そしてこの活動の生成をくり返すことにより，主体・記号

(折示身ぶり）・他者のそれぞれは「媒介された行肖」とともに生成され続ける．媒

介された行当，媒介する文化的道共．媒介された行為を行なう主体と他荷は，Ｉ‘１時に

相互に活動の過裡においてつくり合う関係にあり．そのどれかが他の原因となるよう

な因果的関係にはない。

こうしてみると．子どもが生活や遊びのできごとの過秘で，他者とともに遊びの場

や巡典をつくり表わしてそれを使って遊ぶことにより唯渦空川を変容きせることは．

文化的に紀号と活動の意味を生成するだけでなく、その活動を行なう行あ番と他蕃と

の社会的関係を巻き込んだシステム全体の変容を内包しているといえる。それは，も

の，こと．人を媒介して他稀とともに行なうつくり衣わす活動を通して．活動の巾

で．活動とともにつくり表わし，それにより新たな活動をつくるできごとの過程とし
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てとらえることができる。

したがって．「媒介する道具｣，すなわち「人工物」は．コール（Cole、1996）のい

う以下のような性絡をあわせもつものであるといえる。

(1)人工物は，文化の騰礎的な栂成要素である。②人1:物は，同時に，観念的であり物質
的である。人工物は．人IHIと枇界。そして互いを鋼整するが．道具とシンボルの特性を結
びつけるようなやり方で卿慾する．③人I:物は，文化の要常として孤立したかたちでは存
在しない。むしろそれは．文化的モデルや特別に僻成された「別の世界」を含む州水恥の
階1Ｗとして理解される。（１１'略）⑤人川:物とそのシステムは，状況，文脈，活動等とさま
ざまに訂われる「何か他のもの」と結びついてのみ，そのようなものとして存在する。⑥
媒介i舟動は多方向的な紬果をもつ。つまりそれは，主体と他の人lHlとの関係を変容し，さ
らに，全体としての状況に対する主体他稀の結びつき，そして，自己が他苫と州ｉＩ:作川
する媒介物を同時に礎容するっ（ColC､１９９６．尺野沢.２００２ｐＰ‘200-201,兼蒋によ'ル･部省
略）

子どもたちは生活や遊びの活動を他者とともに協働生成する過程を通して学んでい

る。この意味で，活動をつくることにより学ぶことは，泌倣上の問題だけではなく，

対襲や他肴への行あの社会的な関係変容も含めたシステム余体の変容というべきもの

であると考えられるのである。

(3)生活や遊びのできごとに埋め込まれたつくり表わす活動の観察と記述

本噸で紹介する躯例は．子どもが造形的につくり表わし遊ぶ（生活する）できごと

の過礎に観察者同身も参与し、筋側する１人の子どもと，もの．こと，人との柑厄作

用・朴唾行為の関係性を縦紀肥録したりビデオ搬影したものである。ビデオ蝿影した

観察犯録は，生活や遊びのできごとのまとまりを単位として行為の過程を記述してト

ランスクリプト（断片）を作成し，これをさらにより小さなできごとのまとまりへと

区切ることにより「１i位珊例化」（三iIli、2002）して考察している。その際「lldL位躯

例」の雌小IIi位は［側己（Ａ）－他瀞（Ｂ)］ⅢIまたは［脚己（Ａ）－自己（Ａ')］１１１１で

の３つの行為の連鎖過程によりみている。すなわち，［自己の行為（al)－他考の行為

(bl）一自己の行為（a2)]，または，［自己の行為（al）‐働きかけているものや活動

からの相互作用（b'）－１:l己の行為（a2)］によりみている。韮本的にこの州,郡例

が爪なり合いつつ溌拠を形づくりながら迎釧することによりできごととその愈味の現

われを,もの，こと，人との'''１に形成していると仮定している。また，この時［脚LA

の行為（２１')］をそれ自体は怠味をもたない「連動」としてとらえるのではなく．行

為将がその行為を行なうこと目体を，社会的文化的に有愈味（relcvant）なふるまい
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