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1．本講演の概要

東京外国語大学の田島充士 1 です。本日はこちら

本論文は，JSPS科研費・基盤研究 (C)『多文化社会を
創造的に生き抜くためのリーダーシップ養成―「異
文化跳躍力」の提案』（代表者：田島充士・課題番号：
18K03060・平成 30 年採択）の助成を受けて執筆した。
* 当時。現，フェリス女学院大学。
1　2006 年筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科
心理学専攻修了。博士（心理学），学校心理士・ガイダ
ンスカウンセラー。専門は，教育心理学，発達心理学。
現在，東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。
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概要

ロシアの文芸学者・M. M. バフチンのダイアローグ（対話）論を教育実践研究に応用

するトレンドは，筆者が専門とする教育‐発達心理学において，すでに定着してい

る。実際，バフチンは中等学校の教員として教鞭を執っていたこともあり，教育場面

においてみられる具体的な諸現象に対する，彼の議論の解釈力・説明力はかなり高い。

しかしバフチンのいう「ダイアローグ」は，慣れ親しんだ仲間同士の会話というより

もむしろ，異質な文化的背景を持つ他者同士のコミュニケーションを志向する概念で

ある。このダイアローグ概念の特殊性を理解せずに，具体的な事象の説明に適用して

は，バフチン理論が本来持つ，豊かなポテンシャルを活かしきることはできないよう

に思う。本論では，異文化交流の可能性を拓くという視点から，バフチンの議論を読

み解く。また関連する実践研究にも触れ，教育実践の豊かさを理解する上での，バフ

チン論の魅力について紹介する。
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の言語文化教育研究学会で講演 2 の機会を与えてい

ただき，大変光栄に思います。私は自分自身の研究

フィールドである学校教育現場の実践分析をより深

めたいとの思いから，旧ソ連・ロシアの文芸学者で

あるミハイル・バフチンの「ダイアローグ」に関す

る議論について検討を行ってきました。本日は「教

育実践を理解する」という目的でバフチンの理論を

2　本講演は，2018 年 1 月 20 日，早稲田大学早稲田キャ
ンパス 22 号館 508 教室において，言語文教育研究学会
特別企画として行われた。講演録の論文化に当たり，内
容を一部，編集している。

キーワード　ヤクビンスキー，異化，自動化，カーニバル，モノローグ，ポリフォニー
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解釈するとどのようなものになりえるのか，という

コンセプトでお話しをさせていただきます。

バフチン理論は，「ダイアローグ」概念を扱った思

想としては，もっとも有名なものの一つでしょう。

この発表では，バフチンのいう「ダイアローグ」が

広い意味での異文化交流を志向するものであること

を示したいと思います。さらに私自身が行っている

大学教育の実践事例を視点に，この「ダイアローグ」

概念の教育実践研究への適用可能性について，現在

考えていることをお話したいと思います。

まずは，バフチンの視点からとらえる「文化」に

ついてお話しさせていただきます。そして，私がこ

こ十年近く注目をしてきた，やはり旧ソ連・ロシア

の言語学者・ヤクビンスキーのバフチン理論に対す

る影響についても紹介させていただきます。

なお今回の講演は，理論研究としては，福村出版

から出版予定の『ダイアローグのことばとモノロー

グノことば―ヤクビンスキー論から読み解くバ

フチンの対話理論』（田島，印刷中）および Tajima

（2017），実践研究は Tajima（2018）の成果をもとに

行います。

2．バフチンの視点から捉える「文化」

バフチンは彼の議論の前提として，それぞれの

話者が空間的に共有することがない，唯一でかけ

がえのない自己の視点から世界の意味を解釈する

のだとするモデルを開示します（Clark & Holquist, 

1984/1990）。この点に関し，バフチンは次のように

いっています。その上で話者それぞれが抱える自己

視点の唯一性を反映した概念として，「視覚の余剰

（余裕）」を提唱します。

わたしの外にあって向かい合っている人物の

全体をわたしが観察するばあいに，実際に体

験されるわたしと彼の具体的な視野は一致し

ない。…わたしたちが互いに向き合うとき，

わたしたちの瞳には二つの異なる世界が映っ

ている。（バフチン，1999，p. 145）

この視覚の余剰論を前提に，バフチン理論におけ

る「文化」を定義してみます。そもそも，視覚の余

剰論を前提とする場合，特定の「イデオロギー（＝

世界観）」を共有する文化という集団の「実在性」を

認めるわけにはいきません。考えられるのは，同じ

イデオロギーを背景にすると「想定」される話者同

士の交流の総体です。つまり文化という「集団の斉

一性」は実際に展開される交流の実態と，交流に携

わる人びととの自己意識の様相によって見出だせる

パフォーマンスとして解釈したほうが，視野の余剰

論を前提としたバフチンの議論との整合性がとれる

と思います。

このことについて，事例を紹介させていただきま

す。

A： えーと，女の人と男の人がいて

B： クリスチーナと

A： さすが，意外とご存知で。っていうような話

で，なぜ戦うのかっていうのを言うシーンが

あって…えっとマニアックな話になって申し

訳ない

B： あー，見ているからオッケーです

A： あ，オッケーですか。ははは。シュラク隊の

マスドライバーのレールが，っていうときに

（家島，2010，p. 86）

この会話は，ガンダム世代の人には理解できると

思います。これは互いに仲間性をパフォーマンスし

合い，「私たち同じ知識を持つ仲間だよね」というこ

とを確認し合いながら進めるコミュニケーションの

例です。ただし，ガンダムのことをほとんど知らな

い話者にとっては，まったくといっていいほど理解

しがたい会話です。バフチンはこのような，特定の

実践を共有する話者同士の間で交わされる，独自の

語彙・意味をともなう言説を「社会的言語」（バフチ

ン，1995）ないし「ことばのジャンル」（バフチン，

1988）などと呼びます。

つまり文化とは，「このことば，わかってるよね，

この対象はこういう意味だから理解しているよね」

といったことを互いにパフォーマンスし合いなが
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ら，社会集団というイメージを創出するという人々

の実践なのだといえます。そして，こういった言語

実践は第三者からも観察可能ですので，その意味で

「文化」は可視化可能にもなるわけです。

逆に，「このことばは知っていて当然だよね」とい

う期待が裏切られると，「ああ，相手は自分とは異な

る文化を抱える人なんだ」と感じる。つまり異文化

交流として受け止められるということです。無論，

この種の言語実践も第三者から観察可能なものです

から，話者らが抱える「異文化」も可視化され得る

のです。つまり文化とは，主観的表象としても，ま

た客観的実践としても立ち現れ得る存在なのだと考

えられます。

このあたりの議論は，エスノメソドロジー

（Garfinkel, 1967/1995；サーサス，1995）を先取りし

ているともいえます。また日本では山本登志哉先生

が，この表象／実践としての文化像を詳細に検討し

ています（山本，2013，2015）。

ただし，この表象／実践はリアリティをともなう

ものです。文化が，いかにも実体のあるものとして

扱われ，それが原因になって紛争が起きたり，もし

くは仲間になれたりするということが現実に起こり

得るのです。

3．バフチン（ヴォロシノフ）に影響を与
えたヤクビンスキー―「自動化」
と「異化」

このバフチンの議論に先行し影響を与えた言語学

者として，L. P. ヤクビンスキーを紹介します。ヤク

ビンスキーは，1910 年代のロシア革命時に勃興した

「ロシア・フォルマリズム運動」と呼ばれる文芸運動

の中心人物の一人として知られています。1923年に

出版された論文『ダイアローグのことばについて』

（ヤクビンスキー，1923/印刷中）は，当時のロシア

の言語学界において，ダイアローグ概念を扱った最

も著名な論文の一つであり，バフチン（そしてヴィ

ゴツキー）の議論にかなり影響を及ぼしていたとい

われています。ヤクビンスキーのバフチン・ヴィゴ

ツキー理論に対する影響については，田島（2014）

でも詳細に論じていますので，ご参照下さい。

特に，1920 年代を中心にバフチンと研究サークル

を共にしたメンバーであるヴォロシノフの名義で書

かれた著作である『マルクス主義の言語哲学』『生活

の言葉と詩の言葉』『芸術のことばの文体論』などに

は色濃くその影響が見て取れます。実はこのヴォロ

シノフは，ヤクビンスキーが務める研究所で指導を

受けていた人物でもあるのです（Alpatov, 2004）。

ただし，ロシアの文芸論を専門とする人々以外，

特に心理学領域の研究者の間ではほとんど，ヤクビ

ンスキーの存在は知られていません。『ダイアローグ

のことばについて』の翻訳も，これまで日本語訳は

おろか，英語訳も断片的な抄訳にとどまります。ち

なみに本邦初の日本語訳は，冒頭に紹介させていた

だいた私の編著書（田島，印刷中）に収録する予定

です（ヤクビンスキー，1923/印刷中）。

しかし『ダイアローグのことばについて』の解説

を行う前に，その前提となる概念である「自動現象

／自動化」「異化」についてお話しをしなければなり

ません。

自動化とは，コミュニケーションに際して使用す

る言語の意味内容について深く考えることなく，自

動的に意志交換を可能とする話者の言語認識におけ

る現象を示します（ヤクビンスキー，1971）。この自

動化は，フランスの哲学者・ベルグソンの『物質と

記憶』から引用されています（ベルグソン，2007）。

たとえば我々は，仲間と日常的に使っていることば

の意味についていちいち考えることはほとんどな

い。「『ごちそうさま』はなんで『ごちそうさま』っ

ていうの？」などという疑問は持たず，このことば

を「自動的」に使用しています。無論，これらのこ

とばにも語源があり特殊な意味づけがなされた歴史

があります。しかし普段の生活において，私たちが

それを意識することはほとんどありません。

この自動化に関連し，ロシア・フォルマリズムの

旗手であり，ヤクビンスキーと共に活躍した V. B. シ
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クロフスキーは「異化」を提唱します（シクロフス

キー，1988）。異化とは，コミュニケーションに際

して使用する言語の意味を多面的に捉え，慎重に意

志交換を行う話者の言語認識における現象を示しま

す。たとえば，自動的に使用していた「ごちそうさ

ま」についていえば，「『馳走』と書き韋駄天と関係

があるのか。韋駄天と関係があるなら，仏教の教え

にも繋がっていく意味があるのかもしれない」など

ということを突っ込んでいく。普段使っている実践

とは別の側面から，そのことばの多面的な意味を見

出すというのが「異化」といえます。

先ほどご紹介した「文化」に関する議論でいいま

すと，話者が相手に理解を期待することばを投げか

け，ほぼその期待通りの言動で応答してくれること

が繰り返される（コミュニケーションが破綻しない）

とします。すると，使用する言語の意味内容につい

て考えることがなくなるので（そのことばを相手が

理解するための表現・解釈について工夫をする必要

がないのだから），自動化が進む。その結果として，

話者が互いに背景とする集団の「斉一性」のような

ものが，個々の話者らによって認識されるようにな

る。これが，「文化」（社会的言語を共有する集団）

の認識になっていくわけです。

一方，話者が相手に理解を期待することばを投げ

かけるが，その期待に反した言動による応答が繰り

返される（スムーズなコミュニケーションが破綻す

る）とします。そうなると，そのことばを相手が理

解できるための表現・解釈について，様々な工夫を

する必要が出てきます。この場合，話者の言語認識

の自動化は抑制される（異化される）。そして話者が

互いに背景にする文化の斉一性のような表象も認識

されなくなる。つまり，異化というのは異文化交流

に近似する概念だとも捉えられます（石川，1999）。

ちなみに，異化を提唱したシクロフスキーの『手

法としての芸術』が出版されたのは，1917 年です。

ロシア革命の時期に出版されたのです。今までの既

成の言語やイデオロギーが次々に変わっていく，そ

の革命期に，この概念が創られたわけです。

4．ヤクビンスキー『ダイアローグのこと
ばについて』―コミュニケーショ
ンのダイアローグ形式とモノローグ
形式

では『ダイアローグのことばについて』に関する

話に戻ります。

まずこの論文においてヤクビンスキーは，コミュ

ニケーションの形態を，大きく二つに分類しました。

それがコミュニケーションの「ダイアローグ形式」

と「モノローグ形式」です。ごく簡単に要約する

と，話し手と聞き手が交互に交替して互いに話を行

うコミュニケーション形態がダイアローグ形式，話

し手と聞き手の関係が固定化して一方の話し手が長

い時間，聞き手に向かって話し続けるコミュニケー

ション形態がモノローグ形式になります。そして話

者同士の「コミュニケーションを行う空間」および

「コミュニケーションのテーマに関する知識」に関す

る認知の共有がどの程度期待できるかによって，コ

ミュニケーションの形態が変わるという理屈です。

まずはダイアローグ形式について説明します。

話し手と聞き手が同じ空間にいて，互いのことを

直接的に認識できる，例えば，相手の表情とかジェ

スチャーを参照できる場合，実際に話者が発した発

話以外にも，多くの意図をそこから読み取ることが

可能です（私は分かりやすくするために，この種の

認知的資源を「空間的リソース」と呼んでいます）。

またコミュニケーションに関する前提的知識の共有

も期待できるような場合，さらに，話者が発した発

話以外に参照できる資源が増えるわけです（私はこ

の種の認知的資源を「知識的リソース」と呼んでい

ます）。

ヤクビンスキー自身は，この空間的リソースと知

識的リソースに該当する資源を「統覚量」と呼びま

す。これは現代の心理学でいえばほぼ，「記憶」に該

当する概念になるでしょう。

この統覚量の共通性が高く期待できる話者同士の

場合，使用することばについていろいろと考えるこ
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となく（言語認識の自動化が進み），わずかな言語刺

激で意思疎通が可能になります（先ほど紹介したガ

ンダムマニア同士の会話のように）。このような意思

疎通は，お互いが顔をつきあわせ，時には対象をも

共に見る中で，話者が頻繁にターンを交替しあうダ

イアローグ形式のコミュニケーションとして進行す

ることが多いといえます。そしてお互いが同じ世界

観を共有する文化集団にいることを自然とパフォー

マンスし合うようになります。バフチン理論でいえ

ば，このような言語実践は「社会的言語／ことばの

ジャンル」になりますが，ヤクビンスキーは「社会

的方言」と呼びます。

ヤクビンスキーは，この種の典型的なコミュニ

ケーション事例を，ドストエフスキーの『作家の日

記』から引用しています。

一人の若者は，きっぱりと勢いのいい調子で

この名詞を発音して，前に一同が話していた

なにものかに対する，思いきり侮辱のこもっ

た否定を表明した。すると，もう一人はその

答えに，まったく同じ言葉をくり返したが，

今度はもうまるで別な調子で，別な意味を持

たせていた…こういう次第で，ほかの言葉は

一つも口に出さないで，彼らは後から後から

と，前後六回続けざまに，このお気に入りの

言葉ばかりくり返したのだが，それでもお互

いに遺憾なく理解し合った。（ドストエフス

キー，1970，pp. 132-133）

彼らが口にしたのは，恐らく下品なことばだと思

われるのですが，こういったことばを，お互いに身

振り手振りを交えながらいい合う。6回同じ単語が

繰り返されたのですが，それぞれのことばが独自の

意味を持ったものとして交換されています。先ほど

紹介した，ガンダムマニア同士の会話をさらに極端

にしたような交流です。

一方，異なる空間にいて互いが発する身体的な動

きを認識できず，また同じ対象を眺めることができ

ず，なおかつ，交流テーマに関する知識を共有して

いることも期待できない，つまり統覚量の共通性が

期待できない相手と交流を行う場合もあります。こ

の様な相手に対しては，話者が伝えようとする意志

のすべてを言語で表現しなければなりません。結果

として，表出される発話の言語構成は複雑なものと

なります。したがってこの種の交流の多くは，特定

の話し手が長時間にわたり聞き手に向かって話し続

ける，モノローグ形式のコミュニケーションとして

進行することになります。典型的には，論文のよう

な書きことばによる交流が該当します。いってみれ

ばこれは，我々の多くがイメージする，異文化交流

の基本形に近いものだといえます。

たとえば互いのことをよく知る友人の間では，「あ

の机」「この本」といった，定冠詞を使った省略語

でも十分に意志が通じます。しかしそうではない相

手では，「あの」って何？「この」って何？」とい

うことになるわけです。つまり「あの机」ではなく

「○○大学の××先生の研究室にある一番大きな机」

や，「この本」ではなく「△△先生の□□という授業

で指定された※※についての本」など，意図の全て

を，表現しなければならないわけです。これがモノ

ローグ形式のコミュニケーション例です。ヤクビン

スキー自身は明言していませんが，これは，シクロ

フスキーのいう異化をもたらし得る交流の一つとも

いえます。

このように考えると，言語交流は二つの契機に

よって分けられるということになります（図 1）。一

つは，話し手と聞き手が空間的リソースの共有を期

待できるか否か（図 1の横軸に該当）。もう一つは，

話し手の発話に対し聞き手が知識的リソースを共有

しているか否か（図 1の縦軸に該当）。もっとも言語

認識の自動化が進むコミュニケーションは，直接的

ダイアローグ形式の交流といえます。一方，もっとも

自動化が進まない（異化が進む）コミュニケーショ

ンは，不特定多数の読者に向かって論文を書くよう

な間接的モノローグ形式の交流であると考えられま

す。その中間に，間接的ダイアローグ形式の交流や

直接的モノローグ形式の交流が位置づけられる。ヤ

クビンスキーの議論を要約すると，このような図式
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にまとめられると思います。

無論，実際にみられる言語交流はこのようにシン

プルに分かれるものではないでしょう。実際の言語

交流は，これらのカテゴリーそれぞれの特性を分か

ち持つような形で展開していくものと考えていま

す。

先ほどもお話ししたように，このヤクビンスキー

の議論は，1920 年代前後に書かれたバフチンの著書

に対して影響を与えていたことが見受けられます。

特に『ダイアローグのことばについて』における，

文化集団（社会的方言）を形成する契機としての，

コミュニケーションのダイアローグ形式・モノロー

グ形式の分類軸に関する議論は，この時期に出版さ

れたバフチン・サークルの著作におけるダイアロー

グ論（『マルクス主義と言語哲学』（バフチン，1989）

『生活のことばと詩のことば』（バフチン，1979）な

ど）を解釈する上で，強力な参考書になり得ます。

5．バフチン自身の視点から捉える「ダ
イアローグ」の姿

一方，1930 年代以降に書かれたバフチンの著作に

おいては，より独自性の強いダイアローグ概念解釈

の展開が見て取れます。本節以降では，このバフチ

ン独自のダイアローグ論の展開を中心にご紹介した

いと思います。

そもそもことばには，いわば「情報的側面」と「評価

的側面」が存在します（これは Eagleton（1983/1985）

の記述を参考に作成した分類です）。

たとえば，ある教会を見てある人物が「この聖堂

は 1960 年に建てられたバロック建築の建物である」

と発言したとします。これは話者の主観をほとんど

交えずに対象の事実を伝えているので，情報的側面

が強い発話と捉えます。

一方，この人物が「この聖堂は壮大なる建物であ

る」「この聖堂は金持ち好みの派手な装飾で嫌いだ」

もしくは「好きだ」などと発言したとすればどうで

しょうか。これは先ほどの発言とは異なり，話者の

主観的な価値判断を含みます。こういった事実に対

する話者の価値判断を，ことばの評価的側面と呼ん

でみます。話し手がもたらす情報に対し，聞き手が

そのまま受け入れられると価値づける（「肯定的評

価」）か，もしくは，受け入れず批判的に価値づける

（「否定的評価」）か，という判断として分類します。

 

 

  

 ①直接的ダイアローグの交流 
 

事例:  
親しい友達や家族との日常的な

交流 

②間接的ダイアローグの交流 
 

事例： 
親しい友達や家族とのSNS

を介した交流  

③直接的モノローグの交流 
 

事例:  
講師が新たな知識を聴衆に 

教える交流 

 ④間接的モノローグの交流 
 

事例:  
不 定多数の読者に向かって 

論文を書く交流 

空間的リソースを未共有 空間的リソースを共有

知識的リソースを共有

知識的リソースを未共有

図 1．ヤクビンスキー理論にもとづくコミュニケーションモデル
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そしてヤクビンスキー『ダイアローグのことばに

ついて』を読み解くと，主要な議論は情報的側面に

のみ主眼が置かれているように思われる。いってみ

れば，情報的側面のギャップを埋めれば，聞き手は

話し手の発話を肯定的に評価して受け入れ，自然に

交流もモノローグ形式からダイアローグ形式に変化

するという前提がみえるのです。

一方，バフチンの 1930 年代以降に書かれた著作で

は，ことばの評価的側面を重視する議論が展開され

ていたのではないかと，私は読んでいます。話し手

の発話に対して，聞き手が肯定的な評価を伴う応答

を行うか。もしくは聞き手の否定的な評価をともな

う応答を行うか。特にバフチンはこの否定的評価に

かなり注力したのではないのか，というのが私なり

の読みです。

たとえばヤクビンスキーは，互いに統覚量（空間

的・知識的リソース）の共通性が高く期待できる話

者間で展開する，ダイアローグ形式によるコミュニ

ケーションにおいては，話者らの言語認識の自動化

が進むとしました。それでは，以下の事例はどうで

しょう。これは，別れを切り出すある男性とそれを

拒否する女性とのやりとりです。

男：もう別れないか。（緊迫した声で）

女：え？別れるって？（驚いた様子で）

男：…俺たちもうダメだろう。（ささやくように）

女：はあ？？勝手に決めないでよ！！（怒りの感

情にまかせ）

男：…もうずいぶんと前から考えていたんだ。（冷

静さを取り戻そうとして）

女：………何が，，，悪かったの？？（静かに嗚咽

しながら）

男：……相性が悪かったんだよ，きっと。（ことば

を選び慎重な様子で）

女：勝手だね。（きっぱりと毅然とした調子で）

この会話は，言語構造としては直接的ダイアロー

グ形式のコミュニケーションです。そしてこの会話

を担う二人は恋人同士であり，ことばの情報的側面

についての共有も大いに期待できます。しかしここ

には，話者の言語認識が自動化されるような契機は

微塵もありません。相手のことをよく知っているだ

けに，自分の発言に対する相手の否定的な評価が予

測できるからです。別れ話ですから，当然，いい話

ではありません。相手からの否認を覚悟しなければ

ならない，つらい事態です。相手からの否定的な評

価が明白になるようなテーマについて話さなければ

ならない時，人は一生懸命考えます。一言，二言の

重みが大きく響きます。むしろ言語認識の異化が，

促進されるわけです。

こういった演劇やドラマの見せ場で展開されるよ

うな会話については，ヤクビンスキーの説明モデル

では十分に解釈ができません。上記のように否定的

な評価を下す可能性が高い相手に向かうコミュニ

ケーションは，実際，ことばの情報的側面の共有の

有無とは関わりなく（コミュニケーションの形態が

モノローグかダイアローグかとも関わりなく）生じ

得るものでしょう。

この種のコミュニケーションは，いってみれば，

同じ文化に属していると期待していた聞き手が，異

文化を背景とする他者に転じたものだといえます。

ことばの情報的側面の共有が期待できても，そのこ

とばに対する評価が否定的であれば，話者の言語認

識は異化されるからです。つまり「文化」とは，こ

とばの情報的側面の共有だけではなく，そのことば

に対する評価が肯定的であることが期待される人々

の間で創出されるイメージなのだといえます。

一方，バフチンのダイアローグ論では，ヤクビン

スキーのものとは異なり，このようなコミュニケー

ションにあらわれる，評価的側面における否定性に

力が入れられているように思います。

このことが比較的明瞭に分かるのが，ドストエフ

スキーの小説に関するバフチンの分析です。たとえ

ば，ドストエフスキーの小説に登場する主人公たち

は同じような発言を，何度も執拗に繰り返します。

それには理由があります。たとえば，先ほどの恋人

同士の会話のようなコミュニケーションにおいて，

発話をする前に多くの話者は考えます。もしくは言



267

『言語文化教育研究』16（2018）

いよどみます。これは，発話を実際に発信する前に，

相手の否定的な評価を予測し，想像上の相手に対す

る言い訳を内的に行っているのだと考えられます。

このような異化的な自己意識内のコミュニケーショ

ンのことを，バフチンは「内的ダイアローグ」と呼

びます。ドストエフスキーは，普段，我々が言表化

しないこの種の内的な交流を徹底的に言語化してい

きます。

ここに紹介するのは，『貧しい人々』というドス

トエフスキーの短編小説です。貧しい役人が，隣に

住む，これまたさらに貧しい少女に手紙を送り続け

る。そして最後には，無残にもふられてしまうとい

う話です。以下の抜粋は，役人が少女に自分の住ま

いについて説明をする手紙からのものです（バフチ

ン，1995）。

私は台所に住んでいます。…（断っておかなけ

ればなりませんが，ここの台所は清潔で，明

るくて，とても立派な台所なのです）…ここ

にはなにか別な，秘密な意味が隠されている

のではないかなんて，変に気をまわさないで

ください。しかしやっぱり台所にはちがいな

いじゃないかなんてね！…私はこの便利とい

うことのためにこうしているのですからね，

なにかほかにいわくがあるんだろうなどと，

どうか気をまわさないでください。（ドストエ

フスキー，1963，p. 8）

これは役人のモノローグ形式のことばですが，こ

こには，彼の意識のなかで想像される少女の否定的

評価の声が響いています。役人が情報を提供するた

びに，この想像上の聞き手は「やっぱり台所にはち

がいないじゃないか」というような否定的な評価を

下します。「あなたは貧しい人で台所なんかに住んで

る！」というような否定的な評価を先取りして役人

は，「いや，そうじゃない。それには理由がある。こ

うこうこうなんだ」というような，相手に受け入れ

可能な情報に変換をし続けるという言い訳の逡巡を

繰り返していく。これがバフチン（1995，1996）の

いう，自分の頭の中にいる，想像上の他者との間で

やりとりする「内的ダイアローグ」の典型例です。

こういった内的ダイアローグは，たとえば先ほど

の恋人の会話のような，聞き手の否定的な評価が予

想されるドラマティックなダイアローグ形式のコ

ミュニケーションでは，話し手の意識において展開

されているのだと考えられます。もっともドストエ

フスキーの小説の多くの主人公らも長広舌を発揮す

るので，多くの場合，モノローグ形式的な発話を展

開することにはなるのですが，それは通常，言語化

されることがないこの種の内的ダイアローグが徹底

的に言語化されているためと考えられます。

さらに先鋭化した内的ダイアローグを読み取るこ

とができるのが，『地下生活者の手記』（ドストエフ

スキー，1968）です。この小説の前半は，自室に長

年閉じこもっている主人公と，彼の発言を否定的に

評価する想像上の他者とのやりとりで終始します。

この他者は自分自身の創造物ですから，当然，こと

ばの情報的側面については共有しています。しかし

主人公が開陳する情報に対し，想像上の他者が下す

容赦のない否定的な評価に反論をし続ける主人公の

自意識は，異化され続けるのです。バフチン（1995）

は，「《私はそのことを知らなかった》《私はそんな

ことに気づかなかった》《それが私に明らかになった

のは，後になってからのことだ》といったモチーフ

は，ドストエフスキーの世界には欠如している。彼

の主人公は，そもそもの最初からすべてを知ってい

るし，気づいているのである。」（p. 498）と述べます

が，この抜粋は，まさにドストエフスキーの小説を

分析対象とした際のバフチンの関心が，ことばの情

報的側面にみられるギャップにはあまり向けられて

いないことを如実に物語っています。

以上のバフチンによる議論展開を考えますと，ヤ

クビンスキー論をベースに設定したコミュニケー

ションモデルには改訂が必要になります（図 2）。コ

ミュニケーションの特性を決める契機の一つは，ヤ

クビンスキーが論じた，話し手が発する発話に関す

る情報共有の有無というもの（図 2の横軸に該当）。

もう一つは，バフチンが重視した，話し手が発する
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発話に対する聞き手の評価が肯定的か否定的かとい

うもの（図 2の縦軸に該当）。

話し手と聞き手との間で情報共有が期待できず，

話し手の発話に対する聞き手の評価が否定的になる

ことが予想できる場合は，当然，自分の意図を的確に

相手に伝えるため，話し手は自分自身の発話を注意

深く見なおす（内的ダイアローグを展開する）こと

になり，彼の言語認識に異化が生じるでしょう（「説

得力のあるモノローグ形式の交流」）。これは，聴衆

の批判的な応答可能性を丁寧にモニタリングした講

演者のモノローグ形式のことばが該当します。

また情報共有が期待される場合であっても，予測

される聞き手の評価が否定的であれば，やはり話し

手は自分自身の発話に注意を払うようになり，話者

の言語認識に異化が生じるでしょう（「緊迫するダイ

アローグ形式の交流」）。これは，先ほどの恋人同士

のダイアローグ形式のことばが該当します。

一方，話し手と聞き手との間で情報共有が期待で

き，話し手の発話に対する聞き手の評価が肯定的で

あると予測できる場合，話し手は自分の発話そのも

のに注意を払わなくなり，言語認識における自動化

も促進されるでしょう（「自動化されたダイアローグ

形式の交流」）。これは，冒頭に紹介したガンダムマ

ニアのダイアローグ形式のことばが該当します。

また話し手と聞き手との間で情報共有は期待でき

ないが，話し手の発話に対する聞き手の評価は肯定

的であると予測できる場合も，話し手は自分の発話

に注意を払わず，言語認識における自動化は促進さ

れるでしょう（「自動化されたダイアローグ形式の交

流」）。これは，聴衆・生徒の批判的な応答可能性を

無視・軽視して，自分が用意した原稿を読み上げる

ような講演者のモノローグ形式のことばが該当しま

す。

そして，聞き手の異文化性の感知（相手は自分が

慣れ親しんだ文化集団とは異なる集団に属する人物

であるという話し手の認知）が生じるのは，「緊迫す

否定的評価 

肯定的評価 

情報を共有 情報を未共有 

緊迫する 
ダイアローグ形式の交流 

 
事例:  

知人と繊細なテーマについて話し
合う交流 

説得力のある 
モノローグ形式の交流 

 
事例： 

聞き手の内的文脈に応答しよう
とする説明的交流 

自動化された 
ダイアローグ形式の交流 

 
事例:  

知人と日常的テーマについて話し
合う交流 

権威的な 
モノローグ形式の交流 

 
事例:  

聞き手の内的文脈を考慮に入れず
行う説明的な交流 

図 2．バフチン理論にもとづくコミュニケーションモデル
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るダイアローグ形式の交流」ないし「説得力のある

モノローグ形式の交流」になると考えています。こ

のような異文化交流において，話し手の言語認識の

異化が生じ，自らの意識における想像上の他者と語

り合う内的ダイアローグが活性化するわけです。

6． バフチン理論が息づく「ポリフォ
ニー・ダイアローグ」と「ホモフォ
ニー・モノローグ」

バフチンのいう「ダイアローグ」について，さら

に深掘りして考えてみたいと思います。

まずバフチンは，話者が複数の文化集団に自動的

に参加することには明らかに重きを置いていないよ

うに思われます。主著である『小説の言葉』に，こ

ういう事例があります。

文盲の農民は，‥ある言語（教会スラヴ語）

で神に祈り，別の言語で歌い，家庭では，第

三の言語を話した。‥しかし，これらの言語

は農民の言語意識において対話的に相関して

はいなかった。…彼はまだある言語を‥他の

言語の眼で見ること（つまり日常生活の言語

と生活世界を，祈祷あるいは歌の言語で見る

こと…）ができなかった。（バフチン，1996，

p. 71）

この「文盲の農民」のような状況は，現代社会で

も起きています。たとえば，子どもたちは小学校で

様々なことを学んできます。理科の授業で「地球は丸

い」と学んだ子どもに，「君は，地球は丸いっていっ

てるけれど，実際，地面は平らにみえるよね？」と

いう質問をしてみます。すると「それは，理科室で

は地球は丸いんだけど，家に帰ると実は平らなんだ」

などといったりします（田島，2010a）。学校文化と

家庭文化の言説が話者の意識において交わらず，そ

れぞれの実践に個別に自動的に参加しているような

状況です。

これは比較的，かわいらしい事例ですけど，似た

ような事象は他にもたくさんあるでしょう。現代で

は航空券も安いですから，多くの人たちが海外へ行

きます。彼らは海外でいろんなものを見たり聞いた

り話したりします。しかし「向こうは楽しかったと

言うけど，どのような点が楽しかったの？君のこと

ばで説明して」と聞いても，「楽しかったは楽しかっ

た」で終わってしまうことがけっこうあり得ます。

また，偏見だけを引きずって帰ってくるということ

もあり得ます。異質な文化体験に対する自分なりの

省察が希薄ということです。

この種の省察活動に当たることばを，バフチンは

「ダイアローグ的相関」と呼びます。これは，他文

化のことば・実践を自文化のことば・実践と関連づ

けて解釈する，もしくは異質な文化的背景を抱える

人々の視点から自文化の実践について捉え直してみ

るような内的ダイアローグをともなう活動といえま

す。異文化を背景とする者の応答から感知される情

報的ギャップ・否定的な評価（自分の言語実践が理

解してもらえない）との接触を通し，話者自身が内

的ダイアローグにおいて，自分なりの解釈を交えて

深く考えるような活動といえます。こういった個々

の話者の異化を伴う異言語（異文化）状況を，バフ

チンは「ラズノレーチエ（多言語状況）」という概念

で展開します（Brandist & Lähteenmäki, 2010）。バ

フチンは，単に異言語が併存している状態とは明ら

かに区別してこの用語を使用しているとされます。

ここまでの議論をまとめ，バフチンのいうダイア

ローグ（モノローグ）について，Morson（1981）の

論点なども参考にまとめてみたいと思います。バフ

チンが独自に意味づけるダイアローグとは，話し手

の発話が，聞き手の情報のギャップ＋否定的評価に

基づく応答可能性に開かれているという話者らの判

断にもとづく交流といえます。モノローグは逆に，

このような応答可能性を軽視する判断に基づく交流

だ，と解釈できるでしょう。

私はこのように解釈可能なダイアローグを「ポリ

フォニー・ダイアローグ」と呼んでいます。バフチ

ンの著作においても，このように解釈可能なダイア

ローグとヤクビンスキー的なダイアローグ，また単



270

教育実践を理解するためのバフチン・ダイアローグ論　田島充士

純にコミュニケーションというような意味合いで使

用されると思われるダイアローグがあり，それらが

区別されずに文中に登場します。これらは意識的に

区別しないと，バフチンのテキストを解釈する際に

混乱を招くと考えています。そこで私はこういった

バフチン独自の論に引き寄せたダイアローグを「ポ

リフォニー・ダイアローグ」と名付けたのです。一

方，バフチン独自の論に引き寄せたモノローグは「ホ

モフォニー・モノローグ」と名付けました。そして

先述の図 2のモデルでいえば，緊迫するダイアロー

グ形式の交流と説得力のあるモノローグ形式の交流

がポリフォニー・ダイアローグの特性を，また自動

化されたダイアローグ形式と権威的なモノローグ形

式の交流がホモフォニー・モノローグの特性を持つ

コミュニケーションになると位置づけています。

7．ラズノレーチエをもたらす他者とし
ての「悪漢・道化・愚者」

そしてこのラズノレーチエが展開する上での重要

な立役者が，「悪漢・道化・愚者」です。バフチン

（1996）は悪漢・道化・愚者が，ラズノレーチエ状況

を切り開く他者であると明言しています。バフチン

のいう話し手の言語認識の異化を刺激する聞き手と

しての他者性が最も高められた人物モデルが，悪漢・

道化・愚者だと考えればいいのではないかと思って

います。

悪漢・道化・愚者は，どのような人物か。彼ら

は，社会の慣習に無自覚には従わず，その視点から

慣習に潜む虚偽的側面を批判的に描く他者の総称と

いえます。典型的には，ピカレスク（悪漢）小説と

呼ばれるジャンルの小説に登場する主人公たちがイ

メージされます。社会のはぐれ者たちが，アウトサ

イダーの視点から社会の虚偽性を批判的に講評して

まわるという小説が 16 世紀のスペイン・フランス・

イギリスを中心に流行りました。また隠蔽された犯

罪者を暴く探偵や警察官も，悪漢に含まれるそうで

す。さらに，慣習の中で常識と化した（自動化され

た）イデオロギーの意味を多面化する質問を繰り広

げる，はぐれ者の哲学者も該当します。典型的には

ソクラテスがあげられます。

バフチン（2001）は因習的イデオロギーの問題を

暴く無知を「賢明な無知」といっていますが，そこ

から考えると，これらの三者の性質は「賢明な愚者」

とまとめられるのではないかと思います。この賢明

な愚者は，ヨーロッパ，中世以降において，長く共

有された価値観を示す概念です（Kaiser, 1973/1987；

ヴェルドン，2002）。

たとえば，ヨーロッパには宮廷道化師と呼ばれる

職業人がいました。封建的な世界の中で，王様の下

した判断について，正規の職に就いている人が，面

と向かって批判をすることは困難でした。ところが，

道化は，正規メンバーの人数外です。しかも愚かで無

知な存在であるという，社会的なコンセンサスがあ

ります。道化からどんなことをいわれようとも，王

者たる者，笑ってそれを聞き逃して道化をかわいが

るのです。無論，このような役割を果たす上で，愚

者は実は知的でなければならなかったでしょう。そ

の意味で道化は，いってみれば権力者にとってのア

ドバイザーのような側面も持っていたようです。

バフチン（1996）が挙げる，悪漢・道化・愚者の

事例を紹介しましょう。これはヴォルテールの『ミク

ロメガス』からの引用です。ミクロメガスというのは

宇宙人です。宇宙からやって来た巨人で，あるとき突

然，地球に現れて，当時の知識人たちに様々なこと

を質問しその回答を批判して回るという小説です。

学者：霊魂とは一個のエンテレケイアであり，か

つ一個の理性である。この理性に依り，霊魂は

その存在に要する力を所有する…。

ミクロ：私はギリシャ語は余り解らないんだけれ

ど。

学者：わしだって同じですじゃ。

ミクロ：え？では何故あなたはアリストテレスと

やらをギリシャ語で引用したんです。

学者：それはですな。自分でも全然解らんことは，

いちばん理解しにくい外国語で引用するに限る
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からですじゃ。 

（ヴォルテール，1988，pp. 92-93）

学者たちの権威性を認めない異星人，つまり賢明

な愚者とのやりとりの中で学者たちのイデオロギー

の虚偽性が異化されます。このように，賢明な愚者

はより知識をもっている人物に情報を教えてもらっ

て，「ああ，そうなんだ」と納得はしません。彼ら

は，教えてもらっても「なぜそうなってるの？」など

という批判を畳みかける人物です。知識がないとい

うことよりも，否定的な評価を下し続けるというと

ころに賢明な愚者のポイントがあるように思われま

す。そして，なぜ賢者ではだめなのか，愚者でなけ

ればいけないのか。そこにバフチンなりのアイディ

アがあると，私はにらんでいます。

このアイディアは「アンビバレンス（両義性）」，

もしくは「陽気な相対性」と呼ばれる概念に関連し

ます。賢明な愚者は自らのイデオロギーの優位性を

相手に押し付けるために，相手のイデオロギーに対

する否定的評価を下すのではない，というところが

ポイントです。「あなたの意見は，こうこうこうい

う点で間違っている。だから，私のほうが正しいん

だ」というような主張をすれば，それは自説の正し

さを相手に押し付けるプロパガンダになります。こ

れは単なる賢い人です。

しかし賢明な愚者は，自分のイデオロギーの正し

さを押し付けるために相手を攻撃するのではありま

せん。また，正しい知識を教えてあげるという教師

でもありません。愚者は他者のことばを批判します

が，同時に自分自身のことばも否定します。つまり，

他者のことばも批判して回るが，同時に，自分は愚

かで，根無し草なので正答は知らないという態度も

貫くのです。この愚者の態度が，陽気な相対性，ア

ンビバレンスと呼ばれます。

賢明な愚者がもたらすダイアローグは，異質なイ

デオロギーの衝突による，互いのイデオロギーの異

化そのものが目的です。もし彼らに特定の根があっ

たらどうなるでしょうか。行き着くところは，革命

ないし戦争です。あるグループが権力グループを倒

して，新たな権力についたという話です。

バフチンは，ロシア革命後の社会における様々な

現象をみており，また政治的にはもっとも厳しい時

期である 1930 ～ 40 年代に，これらの小説に関する

主要な著書を書いていました。そのため根無し草で

あるということ，常に異化はし続けるけれども，自

分の正しさを相手に押し付けるのでもないという愚

者性が，知性にとって重要なのだということを特に

強調していたのではないかでしょうか。

8．陽気で相対的な異化としての「笑い」
と学問の理想像

賢明な愚者の代表選手といえるソクラテスは，い

わずと知れた，ヨーロッパ知性の根源に位置づく賢

人ですが，プラトンが記録した対話篇を読んでみる

と結構，愉快な箇所がみつかります。これはその典

型例です。

ソクラテス：そうすると，すぐれた人物たちは生ま

れつきによってすぐれているのではない以上，

はたして学ぶことによってなのだろうか？

メノン（弟子）：その帰結はもう動かないように思

えます。…

ソクラテス：ゼウスに誓って，たぶんね。―し

かしひょっとして，われわれがそのことに同意

したのは正しくなかったのではあるまいか。

メノン：でもたったいま，たしかに正しい所論と

思われたのですよ。

ソクラテス：いや，少しでもそれに確かなところ

があるべきだとするなら，たったいまそう思わ

れたというだけでなく，いまこの現在において

も，将来においても，やはり正しい所論と思わ

れるのでなければならないだろう。

メノン：どうしたのですか，いったい。何のつも

りであなたはこの結論に難色を示し，徳が知識

であるということを疑うのですか？

 （プラトン，1994，pp. 80-81）

これがふつうの学校の教師と生徒とのやりとり
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だったら，教師失格です。めちゃくちゃです。「これ

が結論だ」とした内容について生徒が同意した瞬間

に，「いや，ちょっと待て。ちょっと違うかもしれ

ん」と自分でいうわけです。したがってソクラテス

は，教師ではないのです。ソクラテスも後期になっ

ていくと，プラトン自身のデマゴーグになり，教師

的になっていきます。しかし初期のソクラテスのダ

イアローグはアンビバレントであり，イデオロギー

を多面的に見るために様々な疑問をふっかけ検証し

ていくことが目的であって，最初から決められた結

論に導く教師ではないということです（バフチン，

1995）。その意味でソクラテスは，陽気な賢い愚者な

のです。

この種の愚者に自分のイデオロギーを否定された

場合の人間の反応は，だいたい，二つのパターンに

分かれるでしょう。一つは，新たな解釈を拒絶して

怒る。これは比較的，普通の応答だと思います。一

方，他者による新たな解釈可能性に驚き，楽しむと

いうパターンもあり得るでしょう。

バフチンの概念のなかでも特に著名なものに「笑

い」がありますが，これは，このような他者とのダ

イアローグにおいて展開される，いわば「アンビ

バレントな異化」を示すのだと私は考えています。

Morreall（1983/1995）は笑いを，慣習化された世界

観に基づく期待が裏切られ，思ってもみなかった状

況が展開する際に発生する行動と捉えます。何らか

の結論に到達することが目的ではない。自分が思っ

てもみなかった新たな解釈可能性に驚き，そして面

白く感じる際に出るのが笑いなのであれば，笑いは

ほとんど異化ということになります。

そう考えるとバフチンのいう悪漢・道化・愚者と

いうのは，実は，知識人の理想像を示しているので

はないかという感じがします。西欧における初期の

大学は，既存の宗教や権力者などの正規のイデオロ

ギーを否定的に捉え，各地を放浪する「ゴリアルド」

などと呼ばれる放浪学生たちによって成り立ってい

ました（Haskins, 1957/2009；ルゴフ，1977）。放浪学

生は，バフチンも悪漢の代表選手として位置づけて

います。このゴリアルドたちが自発的に集まって議

論を交わし，場合によっては建物を借り切って有名

な知識人同士の討論を聴いたり自ら舌戦を繰り広げ

たりした組織が，いわゆる「ユニヴァーシティ（学

生組合）」の起源の一つだといわれています。つま

りバフチン理論の視点から見ると，学問とは既存の

イデオロギーを批判し，異質なイデオロギーとして

異化させるアンビバレントな相対性を楽しむダイア

ローグを基盤にしたものとして捉えられるのです。

この状況は，バフチンのいう「カーニバル」と似

通っています。カーニバルは，こういった陽気な相

対性が展開される，笑いをともなう異言語状況を示

します。このカーニバルは，知識人らが展開し得る

ダイアローグ状況の理想的な姿を示した概念なので

はないか，と私は考えています。カーニバル論を展

開した『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネ

サンスの民衆文化』からの一節を紹介します。

陽気で相対的だからといって，当のその時代

の見地，同時代の間近な見地から見た，正当

と不正，公正と不正，進歩と反動の差異が解

消されるわけではない。とはいえ，これらの

差異は絶対的なものではなくなり，偏頗で視

野の狭い人々が考えるほど深刻な差異ではな

くなる。（バフチン，2007，p. 584）

バフチンの文章のなかでも，私が特に好きなもの

の一つです。差異はなくならない。否定的な評価も，

情報面のギャップも，常に生じ得ます。我々の視野

は独自の余剰を抱えているわけですから。しかし，

その差異は，果たして深刻なものだろうか。むしろ

差異があるからこそダイアローグが生まれ，お互い

の視点を広め，多面的に物事を見る可能性が担保さ

れ続けるのではないか。そしてこのダイアローグが

もたらす生産性がもっとも高まる場が，陽気な相対

性をともなうカーニバルなのではないかと，私は考

えています。

陽気な相対性がもたらされるからといって，各人

のイデオロギーの差異が解消されるわけではない。

しかし，こういった人々とのダイアローグを体験す
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ることで，自分自身の文化や価値観だけにしがみつ

くことなく様々な立場から解釈があり得るのだとい

う，交流そのものを楽しむ感覚を身に付けることが

重要だというように読み解くことができます。まさ

に生産的な異文化交流を実現するための基盤となる

べきアイディアといえます。

最後に，こういったカーニバル（異文化交流）が

展開され得る条件として，バフチンは何をいってい

たのか，という点についてお話しします。カーニバ

ルにおいて，異化を伴う交流が生産的なものであり

続けるためには，他者の存在価値を認め，異質な視

点を持つ彼らと共にあり続けたいと願う「信頼」が

必要だと，バフチンは述べています。

笑いの真実への信頼は無意識的なものだっ

た。笑いの裏にはけっして強制は隠されてい

ないこと，笑いは火刑台を築きはしないこと，

…笑いは未来，新しきもの，来るべきものと

結びついて，未来への道を切り開くことなど

を人々は理解していた（バフチン，2007，p. 

125）

バフチンがいうダイアローグのアイディアの底流

に流れているのは，話し手の聞き手に対する信頼で

ある。困難な異文化交流を生産的なものにしていく

上で，こういった心的契機が前提とされるというの

も，実は，自然な話ではないかと思います。

9．教育実践へのバフチンのアイディア
の適用可能性

最後に，ここまでお話ししたバフチンの理論を教

育実践に適用するならば，どのような姿になり得る

のかということを，私自身が大学で行っている授業

実践を事例として，お話させていただきます。ポリ

フォニー・ダイアローグを，教室内において実現し

ようという試みです。

まず大学内で行う授業には，特有の制約がありま

す。教室の中で出会う学生同士は，多くの場合，学

習対象に関する情報の共有が期待される存在です。

また学生たちは互いの意見に対し，否定的な評価を

下すことを恐れているようにも思われます。これは

青年心理学の研究者も指摘している事実でして，否

定的な評価を下す他者との出会いを回避しようとす

る現代青年の傾向は，明確にみられるそうです（溝

上，2014）。つまり教室内で出会う人間は，同じ情報

を共有し，それらに対して肯定的に評価を下すとい

う，同じ「文化」に所属している仲間であるという

ことを互いに期待するのです。

その結果，授業で学んだ内容は自動化される傾向

にあり，それらの知識は教室の中でだけ通用する社

会的言語になってしまう可能性が高まります。これ

は，ホモフォニー・モノローグの構成条件です。こ

うなってしまっては，大学は自らの組織を再生産す

るためだけの実践を行っている場所に過ぎないとい

う批判を覆すことができない状況に陥ってしまうわ

けです。

そこで，私はこのような状況の打破を目指した授

業を考案しました。教室内に，異なる文化を背景と

する，バフチンのいう「賢明な愚者」を登場させよ

うとしたのです。そして学生間の話し合いを，この

他者との異文化交流にしてしまおうと考えたので

す。ただし問題は，この「愚者性」のリアルさを演

出することが大事です。学習内容について，異なる

関心と否定的評価を持っている者同士がディスカッ

ションをする。このような場面を創ったのです。い

わば，「異文化交流のパフォーマンス」を演出したと

いうことです。

私が 2013 年からこの介入を続けている授業は，

いわゆる生徒指導に関する講義です。履修者は毎年

100 名前後で，私が受け持っている授業のなかでは

比較的，大規模なものです（データの一部は Tajima

（2018）で発表）。

分析対象とした授業は，愛着（アタッチメント）

理論（Bowlby, 1988/1993）を応用した不登校生徒支

援の方法に関するものです。個別に養育・支援行動

を取る大人との間で子どもたちが築く情動的な結び

つきのことを愛着と呼びます。そしてこの愛着を抱
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く大人との信頼関係は安全基地とも呼びますが，そ

れは子どもたちがこの関係を後ろ盾に，より困難な

課題に自律的に取り組むようになることが実証され

ているからです。小学校・中学校における不登校児

童・生徒支援では，学級に行くことができない子ど

もたちが相談室や保健室でのカウンセラーや養護教

諭などによる個別対応をとおしてしっかりとした安

全基地を築き，この関係を原資として，定期的に授

業に参加するなどの困難な課題に取り組むプロセス

を重視します（田島，2010b）。これが授業で私が教

える心理学の見解・イデオロギーです。

しかし実際にスクールカウンセラーとして勤務し

た経験からいうと，こうした個別支援は，指導に当

たる教員の疑問や不安を招く場合があることも事実

です。スクールカウンセリングをよくご存じない担

任教員が対応をめぐり，「カウンセラーが甘やかすか

ら，生徒が教室に戻れないのでは」などと不安に思

うような事態も起こりえます。つまりカウンセラー

は，自分の専門的知識に関し，情報的側面のギャッ

プと否定的評価の可能性を抱えた他者との異文化交

流（ポリフォニー・ダイアローグ）を実際に展開す

る必要があるのです。

私は上記のイデオロギーを伝える授業を終えた

後，受講生を 7～ 8名程度で構成されるグループに

分け，「学習した内容を活かし，『カウンセラーが子

どもを甘やかしているから学級に戻れない』と主張

する担任教員に対して，個別指導を担当するカウン

セラーの立場を説明してください」という話し合い

課題を設定します。

この話し合い当初の時点では，多くの学生たちの

意見が「この担任教員は心理学を理解していないか

ら，知識がないからこういう主張をする」というも

ので占められます（データを収集した実施年では参

加者のおよそ 7割）。そのため「心理学の知識を教え

てあげればいい（知識を教えたら，それを相手は肯

定的に受け入れるだろう）」という発想に結びつきま

す。この時点では，担任教員がなぜこのような否定

的評価を下すのか，という相手が背景とする文脈へ

の思慮がほとんど見られないのが特徴的です。いわ

ば学生たちは，ホモフォニー・モノローグとして交

流を展開するのです。

次に，この担任教員の役割を演じるボランティア

を，グループから 1名ずつ，募集します。私はこの

役割を「旅人」と呼んでいます。旅人たちには，こ

の担任教員になりきり，この役割の立場に立って授

業で学んだ情報に対する評価を考えてもらいます。

たとえば「同じ学級の生徒らが，支援対象である生

徒の教育相談室にいる様子を見て，『僕も相談室で

休みたいなあ』『どうして○○君だけ部屋で遊んで

いるのですか？』などと先生であるあなたに質問し

てきます。教育相談室にいるこの生徒の様子を見る

と，元気にカウンセラーと遊んでいるようにも見え

ます。保護者からは，一刻も早く，教室に戻して欲

しいと電話連絡があったばかりです。不安と焦りが

募ります。あなたは，カウンセラーの個別対応につ

いてどのような意見と感情を持ちますか」というよ

うな状況設定を行います。そして「自分たちの立場

をグループに対して説明し，自分で考えた担任教員

の立場から，グループの意見を批判しなさい。ただ

し最後に，両者が納得のできる着地点を見つけるよ

うにしなさい」と指示をします。いわば，授業で学

んだイデオロギーを多面的に異化する他者，賢明な

愚者の役割を担ってもらうのです。さらにこの担任

教員であれば，どのような表情や声音でこういった

主張をするだろうか，という演出的な指導も行いま

す。これは，旅人の「愚者性」のリアリティを上げ

るための取り組みです。旅人たちはこの役割を理解

すると，嬉々として演じるようになります。

そして彼らがグループに戻り，グループワークを

再開します。最初に担任役を担う旅人に対して，カ

ウンセラー役の学生たちがこれまで話し合った内容

を説明します。次に旅人が，その内容について否定

的な評価を下し，反論をしていきます。最後に，両

者の間で意見調整を行う話し合いを展開してもらい

ます。

こうなると学生たちは一生懸命，授業で学んだ
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テーマについて考えるようになります。まずカウン

セラー役の学生たちは，今まで議論に参加してこな

かったメンバーまで，いろいろな意見をいうように

なります。また旅人も，とてもよく考えます。彼ら

に意見を聞くと，「グループから説得力と思いやりの

ある提案がされるとすぐに納得してしまいそうにな

りますが，それでも自説に基づく反論を続けるため

に一生懸命に考える」などといいます。そして新た

な解決策について，互いのアイディアを調整する過

程において，彼らの間には，驚きと笑いが多く生じ

ます。これはほとんど授業内容の復習活動となって

いる，当初の話しあいにおいてはほとんど見出せな

いものです。

そしてこれらの活動が全て終わった後，本授業の

ねらい（旅人が持ちこんだ批判的問いの価値とそれ

に応答することの意義など）について改めて説明し，

多くのグループで展開された考察について紹介しま

す。また，特定のグループに壇上で話しあいを再現

してもらうこともあります。

このやりとりに参加した学生の意見を二つ紹介し

ます。いずれも，多くの学生が同様のコメントをし

ています。

相手にも感情があり，立場がある。そのこと

を考えて，自分の主張を変えていくことが必

要だと思った

この意見からは，授業で学んだ情報をそのまま相

手に伝えるだけではなく，相手の置かれる立場や情

動的な評価などを考慮に入れながら，相手に受け入

れ可能と思われることばに改変していくという学生

の姿勢がみてとれます。授業で学んだ内容を相手が

背景とする文脈を想像しながら異化する作業を経

て，共に生きるための道を探るポリフォニー・ダイ

アローグ（異文化交流）を展開した，もしくはその

必要性を実感したということでしょう。これはバフ

チンがラズノレーチエ論で指摘した，文盲の農民の

状況を超えるために必要となる「ダイアローグ的相

関」を，この学生が意識したことを意味するように

思われます。

また次の意見は，バフチンのいう「視覚の余剰」

を思わせるものです。

私の主張は「主観的だ」といわれた。しかし，

どの意見も「主観的」ではないか。だからこ

そ，対話が必要なのだ。

大学で学ぶ知識・イデオロギーは，多くの学生が

「正しい」ものとして受け入れます。しかしこの授業

課題には，固定的な正解はありません。異なる関心

（文化的背景）を持つ旅人とのロールプレイを通し，

いずれの見解が「誤っている」ということではなく，

互いが「正しくて当然」と考えるイデオロギーを異

化し，それぞれの論点を調整しながら，新たなイデ

オロギーを創出できるかどうかが問題になります。

そしてこのプロセスで，学生らはダイアローグへの

関与を高め，楽しむようになります。多くの笑いが

生じます。バフチンのいう陽気な相対性をともなう，

カーニバルとしての交流がイメージされます。この

ことが，「どの意見も『主観的』ではないか。だから

対話が必要なのだ」というコメントに集約されてい

るように思います。

実際に，学生たちと旅人が展開した調整のモデル

事例を紹介します。

旅人：A君がずっと保健室に居続けたら，どうす

るのですか？

学生：先生のご不安はごもっともですが，まだ A

君は，このままでは教室に戻れないとみていま

す。まずは養護教諭と安全・安心な関係を築い

ていくことが大事だと思います。

旅人：じゃあ，教室には戻してくれるんですか？

教室に戻していただけないと困るんです。

学生：もちろん，少しずつ時間をかけて，A君を教

室に戻していくように働きかけるつもりです。

我々で先生の教室を支援したいと思うのです。

旅人：一緒に A君を支援してくださるのですね。

よかったです。どうぞよろしくお願いします。

このように相手の主張を取り入れて，自分自身の

主張を変えていく。この課題では多くの学生たちが，

カウンセラーの個別対応の効果を長期的な時間軸で
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評価し，少しずつ，教室に戻していくというアイディ

アを旅人と共に展開しています。授業では，ある一

時点での支援の姿に焦点を当てた情報提供をしてい

ますから，このようなイデオロギー解釈の変化は，

学生と旅人が，ポリフォニー・ダイアローグを通し，

自らの解釈をアンビバレントに異化しながら，創出

したものといえます。以上のように旅人とのやりと

りを通し，多くの学生が異質な他者の視点から，自

分たちなりのイデオロギー解釈に至ります。データ

を収集した年度の授業では，およそ 8割の学生が上

記のモデル事例のような解釈を行えたことを確認し

ています。

10．まとめ

今回紹介させていただいたような，学生間のダイ

アローグを展開する授業を展開する上で，大事にし

ている指示の一つが「相手を尊重しよう」というこ

とです。相手への意見に対する否定的評価を交えた

ダイアローグは，場合によっては，人間関係を破断

させるような言い合いに発展してしまうリスクもあ

ります。そこで学生には「どちらかの意見を言い負

かすのが目的ではなく，互いの意見を調整して，新

たな観点を見出すことが目的だ」ということを再三，

伝えるようにします。また学生間のやりとりにおい

て，この種の意見を取りあげて価値づけを行うこと

もします。さらに，グループ内のアイスブレイクも

行います。

このような私の介入に対し，ある学生が残してく

れたコメントを紹介します。

真剣な意見が飛び交う中，思わず感想を話し

たくなって，話してしまったり，授業内で笑

い合えることができたりするのは，教室内に

そうさせる雰囲気があったからであろう。…

一人ひとりの生徒が間違いや批判を恐れずに

発言しようという意欲がわく教室。

我々は，自分の意見に対する批判や誤りの指摘を

受けると，人格まで否定されるかのような気持ちに

なってしまうことが多いのではないでしょうか。し

かしこの学生がコメントをしてくれたように個々の

話者が，自分の発言に対し尊重する相手から批判的

なコメントをもらった方が，単に受け入れてもらう

よりも，自分の見解を拡げる上でメリットがあると

価値づけをすることも可能なのです。これはバフチ

ンが，ポリフォニー・ダイアローグが展開し得る条

件として示唆していた「信頼」に該当するポイント

です。

私はバフチンのダイアローグ論は，自分の発話に

対する相手の否定的な評価といかに生産的に共存

し，新たな世界観を共に創造できるのかという異文

化交流に伴う問題に向き合う際に，もっとも効果を

発揮するように思います。バフチンが「カーニバル」

「信頼」や「笑い（異化）」などという時は，明らか

に，このような人間関係が想定されていると考えら

れます。その意味で彼の理論は，現代社会に活きる

我々が対面しなければならない，異文化交流をより

生産的なものとしていくためのアイディアボックス

でもあります。私にとってバフチン理論は，このよ

うな交流を，多くの教育現場において実現するため

に欠かせない，相棒のような存在です。

ご静聴，誠にありがとうございました。
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