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概要

本稿は，異なる他者と価値観の違いを認め合いつつ共に生きるための原理を共生論の

立場から紹介し，その言語教育における実践の事例を報告する。日本国内外の言語教

育の現場において，共生論の原理をどのように文脈化できるかを考察することが本稿

の目的である。まず，哲学，人権論および共生論が専門領域である金泰明が，カント，

ヘーゲル，ホッブズ，フッサールらの近代哲学の思想を概観しながら共生論の原理を

「自由の相互承認」と「共通了解」の原理を中心に論じる。次に，言語教育 /日本語教育

を専門領域とする稲垣が，アイルランドの複数言語環境で子どもを育てる親たちを対

象としたフッサールの「共通了解」の原理に基づく「本質観取」ワークショップの実践

を報告し，ワークショップの実践を「言葉の教育における「価値」と「意味」はどのよ

うに創出されるのか」という観点から論じる。最後に，共生論の原理を言語教育の目

指す「価値」の創出の原理に重ねて考察する。
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1．共生論の原理と言語教育

本稿では，異なる他者と価値観の違いを認め合い

つつ共に生きるための原理を共生論の立場から紹介

し，その日本語教育における実践の事例を報告す

る。日本国内外の言語教育の現場において，共生論

の原理をどのように文脈化できるかを考察すること

が本稿の目的である。

執筆者のうち，金泰明の専門領域は人権論，共生

論である（金，2004，2006；ほか）。大阪生まれの在

日コリアン2世。現在，大阪経済法科大学法学部教

員（国際学博士）。法哲学，人権論等，基礎法学を担

当する。1970年代～80年代の青年期の20年間，在

日韓国人政治犯の釈放を求める人権NGOの専従ス

タッフとして社会的な人権活動に携わった。その

後，44歳のときに大学院へ進学し，「人権」の哲学的

研究の道へと進んだ。研究テーマは「人権の原理」と

「共生論」。6年間の大学院生活では，西欧の近代哲

学を中心に古今東西の哲学・思想を学んだ。

もう一人の執筆者，稲垣の専門領域は狭義には日* E-mail: midori.inagaki@gmail.com
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本語教育である（博士号は日本語教育学）。日本国

内の中学高校での国語科教員を経て，アイルランド

で10年以上日本語教師として現地の高校と大学で

外国語としての日本語を教えた。同時期に，現地の

補習校1で，日本にルーツを持つ子ども達を対象に

日本語を教えた。日本に帰国した後は，日本語教育

学の研究に従事しつつ，大学の英語教育助手として

英語学習アドバイジング業務にも従事した。そして

現在は，東京国際大学で多国籍の留学生を対象に日

本語を教えている。国語 /日本語 /継承語としての日

本語 /英語，と様々に線引きされた「言語」の間を往

還しながら教育実践を積み重ねてきた，という意味

で，稲垣自身は自分の専門領域は広い意味での言語

教育であると考えている。研究課題としては，今ま

でアイルランドを調査フィールドに複数言語環境で

成長する子どもとその親を研究対象として研究を進

めてきた。また稲垣自身がアイルランドと日本を往

還しながら二つの国籍を持つ子どもを育てる親でも

ある。稲垣は，金泰明の主宰する共生論研究会2のメ

ンバーである。共生論研究会は，共生論を基礎づけ

る人権概念を基盤として，共生論の原理をどのよう

に社会的な実践の文脈で考え，現場の実践に文脈化

させていくかという問題意識に則って共同で研究を

すすめている。研究会には，哲学，心理学，医学，

社会福祉，教育学，日本語教育学など様々な分野の

研究者や実践者がいる。

1　「補習授業校」の略。補習授業校のこと。補習授業校
とは在留邦人のうち，おもに長期滞在者（日本帰国予定
者）の子女のために海外各国に設立された学校。文部科
学省によると，補習授業校の設置の目的は「現地校に通
学する児童生徒が，再び日本国内の学校に編入した際に
スムーズに適応できるよう，基幹教科の基礎的基本的知
識・技能および日本の学校文化を，日本語によって学習
する教育施設」とされている（文部科学省文部科学省初
等中等教育局国際教育課，2002）。

2　「共生論研究会」は，金泰明の JSPS科研費18K00026
『二つの人権原理と普遍ルール社会構想―人権概念と
共生論の哲学的考察』に基づく主要研究会である。

2． 異なる価値観を持つ人々が共に生き
る「開かれた共生社会」の原理（金泰
明）

2．1．喫緊の課題としての文化的多様性の受容

冷戦構造の崩壊後，グローバリゼーションの進展

によって国家や「地域」の文化的多様性はいっそう

深まる一方，世界各地では民族対立，宗教・文化・

エスニシティをめぐる対立（価値対立）が一挙に噴

出した。価値対立とは，相異なる価値観の「妥当要

求」とともに，文化的マイノリティの「存在承認」を

めぐる闘争である。そこでは文化的マイノリティの

政治的承認の要求がいかにして社会統合と両立しう

るのかが，大きな問題となる。政治的承認の要求と

は，「自由」の承認にほかならない。それは，マイノ

リティの人びとを日本社会の主人として認めること

である。ルソー（1762/1954）が「自由とは己の主人と

なることである」と述べたように，マイノリティの

人々もまた，人間として，日本社会の一員としてこ

の「社会の主人」になることを望んでいる。それは，

国際化時代を迎えた日本にとっても，焦眉の課題と

なっている。

日本社会には，先住民族としてのアイヌ民族や在

日コリアンをはじめとした従来のエスニック・マイ

ノリティの存在に加え，グローバリゼーションの進

展に伴い，毎年のように膨大な数の外国人労働者た

ちが受け入れられている。その人数は，今世紀中葉

には，1,000万人の外国人労働者が日本社会に存在

すると予測される。さらに，部落出身者，女性，障

害者，HIV患者などのさまざまなカテゴリーの文化

的マイノリティが存在する。こうした「外からの」マ

イノリティと「内なる」マイノリティは，日本社会の

単一民族神話の幻想のなかで，長年にわたって排除

され差別・抑圧されてきた。こうした現実を前にし

て，求められるべきは，文化や価値観の異なるすべ

ての人間の価値を肯定した，いわば人権概念に立脚

した共生社会論である。本稿がめざす共生社会は，
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個人の自由と権利の尊重と市民主義に基づく，文化

的な多様性に「開かれた」共生社会である。

とりわけ，共同執筆者の稲垣は，「外国人との共生

社会はいかにして可能か」の問いから出発し，言語

教育や言語政策の在り方を「根本から考える視点」

が今ほど切実に求められる時期はないという問題意

識に立って，「社会構想としての日本語教育の原理」

を構築すべきと考える。

2．2．共生社会のための2つの人権原理

近代市民社会の特筆すべき特色は，歴史上はじめ

て成立した「普遍ルール社会」3であることだ。普遍

ルール社会では社会のすべての成員が，人間として

生まれながらに自由で平等な権利を享受する（普遍

的人権）。普遍ルール社会においては，各人は，一方

では自由な生き方を追求できる「個人」となり，他方

では公共的なもの（みなにとっての利益）の担い手，

すなわち「市民」となる。市民とは，自分自身で考

え，判断し，行動し，責任をもてる人間をいう。こ

こではつねに〈私〉は市民＝人権の主体として〈私〉

の「意志」が問われるのである。

現代人権論では，普遍的人権は「生来の権利（固有

性，inherent）」，「奪うことのできない権利（不可譲

性，inalienable）」，「すべての人間に等しく与えられ

る権利（平等性，equal）」という特徴をもつとされて

3　「普遍ルール社会」は竹田青嗣（2009，pp. 132 - 133）
が命名した概念。その核心的理念は，社会から「暴力原
理」を一掃し純粋なルールゲームに変えることにある。
その条件はつぎの6つ。①フェアなルールゲームの第一
の前提＝「暴力」の完全な排除。ゲームは暴力の排除が
成立してこそはじめて可能となる。②はじめの合意は，
ゲームそれ自体の「正当性」の根拠である。③人間の差
異はすべて捨象され，互いにただ対等な権利をもったプ
レーヤーとして認めあう。④ルールの決定や変更の権限
は，参加者全員が対等に持ち，そこにどんな特権も存在
しない。⑤ルール違反者にはペナルティが科される。⑥
ルールの適用の判断，ゲームの執行・運営のための第三
者（審判者）がおかれる。竹田は，このような仕方で想
定された近代社会の理念的「原理」を「普遍ルール社会」
と呼ぶ。

いる（金，2004）。

金泰明の考え（金，2004，2006）では，普遍的人

権概念は2つの人権原理―〈価値的人権原理〉と

〈ルール的人権原理〉―から構成されている。2つ

の原理はともに金泰明が名づけた用語（概念）であ

る。文化的な多様性を受容し「開かれた」共生社会に

向かうためには，2つの人権原理がそれぞれの役割

と効果を発揮できる。

実際に差別や不平等に晒されているマイノリティ

に対する差別を軽減・克服するためには，まず〈価

値的人権原理〉が有効である。それは，すべての人間

を人間の尊厳ある存在であり「人格」として平等と

みなすことによって差別を解消しうるからである。

他方，〈ルール的人権原理〉は〈「開かれた」共生社

会を構想し実現するための根本原理〉であり実践原

理である。文化的な多様性を受容し，文化や価値観

の異なる人びとの存在を受け入れるためには，まず

互いの「差異」を尊重し自由を「相互承認」すること

によって，「共通了解」を進めるという〈ルール的人

権原理〉がなによりも重要である。そのために，ヘー

ゲルの「相互承認」の原理とフッサールの「共通了

解」の原理を概観する。

2．2．1．価値的人権原理：「人格」として平等の権利

まず，社会においてさまざまなマイノリティに対

する差別や不平等が現実に存在する限り，〈価値的

人権原理〉が求められる。〈価値的人権原理〉は，「す

べての人間は，生まれながらに自由で，尊厳と権利

について平等である」という世界人権宣言（国際連

合，1948/1962）のことばに象徴されるように，いか

なる文化や宗教，民族に属していようとも，人は人

間の尊厳をもち，人格として平等であるという思想

である。

■〈価値的人権原理〉の土台：カントの道徳的自由論

〈価値的人権原理〉は，カントの道徳的自由論（カ

ント，1785/1979a）によって豊富化され発展したも

のである。「他者を人格として扱え」の原則は普遍的

人権の基本思想として現代人権論に絶大な影響を与
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え，教育の現場や人権活動家の「常識」となっている

といっても過言ではない。

カント（1797/1979b）は，人間は生まれながら「自

由」の権利をもつという（「生来の権利」）。自由な人

間はまた，「人格」として平等な存在である。カント

（1797/1979b）のいう「人格」とは，「人間の尊厳」「最

高善」としての「価値」である。よって，「人格」をも

つ自由な人間が自由に生きるには，他者の人格を尊

重することが義務である。「他者を人格として扱え」

は，道徳的な義務なのである（定言命法）。こうした

カントの道徳的自由論では，自由は価値（人間の尊

厳，人格，最高善）をめざすコミットメントとなる

のである。カントのいう人間としての「個人」の自由

と価値を基本思想にして，普遍的人権概念は形成さ

れた。

カントの道徳的自由論では，〈私〉は価値をめざす

べしという。すなわち〈私〉と道徳法則の関係性によ

る普遍性の探求がテーマであった。カントが目指す

ものは，「私の格率が普遍法則となる」ように意志す

ることである。人間の自由は最高善をめざすべしと

した。自由と道徳的法則（最高善）とが一致するとこ

ろに価値がある。最高善（価値）の実現のためには

欲望や感性にとらわれず，理性によって自分の行動

を律さねばならない。自己中心性（欲望や感性の発

揮）を抑えて，自分自身のなかにある「正しさや善さ

の確信」を磨くこと，すなわち人格を高めることが，

自由の目的である。カントは，正しく善き人間をつ

くることによって，理想の社会（「目的の国」）を構想

する。

こうしてカントは〈価値的人権原理〉の生みの親

となり，普遍的人権概念の土台と屋台骨を形成し

た。

■〈価値的人権原理〉の定義

〈価値的人権原理〉を簡単に定義する。〈価値的人

権原理〉では，人間は尊厳（人格）をもつ価値ある存

在である。人間の尊厳は人間であるという事実だけ

でもたらされる。それゆえ権利の根拠は人間自身に

内在する。人権は「生来の権利（inherent）」，「不可譲

の権利（inalienable）」したがって国家権力によって

奪われることのない超越的な価値（前国家的権利）

とされる。人間の存在それ自体が価値（人間の尊厳，

人格）あるもので，人間の属性―出自・身分・性

別・信条・思想・財産の多寡など―にかかわらず

人格（自由，自律存在）として万人は「平等（equal）」

である。ここでは自由や権利は価値（善）の実現にむ

かう「べし（当為，義務）」とされる。「他人への尊敬

心」や「他者を手段としてだけではなく目的として

扱う」ことが「善」として要請される。人格それ自体

および人格を高めることが目的とされ，「私」の自己

決定権や価値（善）の実現が基本的な目標とされる。

〈価値的人権原理〉の考え方は，つぎにみるように

現実の社会がいまだにもっている差別や抑圧的な要

素に対して，これらを是正するために一定の効果が

期待できる。

まず〈価値的人権原理〉の第1の意義は，「すべて

の人びと」を人権主体としてみなすことである。こ

れによって，〈ルール的人権原理〉上の「ルール主体」

＝「理性的存在」から除外される「非理性的存在」と

される人びと（子どもや精神障碍者あるいは「認知

症の人」など）の権利は，権利の「受益者」として擁

護されるのである。

〈価値的人権原理〉の第2の意義は，社会の中で正

当な理由なく差別され排除される人びと（さまざま

な文化的マイノリティ，ハンセン病者等）の権利と

「人間の尊厳」を擁護することが可能となることで

ある。

「ただ人間であるという事実だけですべての人が

享受できる権利」という人権概念の「普遍性」を論理

づけているのは，〈価値的人権原理〉である。「普遍

性」とは「人権はすべての人びとに保障され，地球上

のいかなる場所でも守らなければならず，いかなる

政府も，地域・文化・宗教・歴史などを理由に，人

びとに保障される権利や基本的自由の侵害を正当化

することはゆるされない」（山崎，1993，p. 64）という

考え方である。

すべての人は人格や人間の尊厳という価値におい
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て平等であるという人権思想は，現実の社会の差別

や政治的抑圧状況のなかで，さまざまな被差別者や

社会的弱者が差別や抑圧に屈せずに自立して自由に

生きるために有効な論拠となる。身体的特徴や性

別，出身や身分の相違などの人間の属性を理由にし

た「いわれなき差別」，「不当な差別」は，つねにそう

した人々の「人間性」と「人格」を全否定するものだ。

つまり「存在」自体を否定しようとする。よって被

差別者の自由・自立を確保するためには，ただ単に

差別の不当性を非難するだけでは不十分である。こ

のとき求められるのは，自らを人間として肯定する

こと，すなわち「人間の尊厳」を取りもどすことが肝

要である。それは自らを自らの人生や社会の「主人」

として自信を保つことである。このとき，〈価値的人

権原理〉のいう，人間の属性―出自・身分・性別・

信条・思想・財産の多寡など―にかかわらない人

格（自由，自律存在）としての万人の平等という思想

は，被差別者を励まし大きな力を発揮する。

2．2．2．ルール的人権原理：差異と自由の相互承認

の原理

さて，他方の〈ルール的人権原理〉は，権利の根拠

として超越的な権威ではなく，約束を正当な権威の

基礎とみなす。だから，権利は人間の存在自体に由

来するのではなく，人間同士の関係性の中で生み出

される。各人は自由な存在であるが，自由は人と人，

個と全体の関係を通して実現される自由である。こ

こからは，自由な個人の約束（合意，同意，契約）に

よる社会が構想される。各人は，対等な資格をもつ

市民として社会のルール関係に参加する。各人に求

められるのは，共通の利益に配慮し判断した自分自

身の意見をもつことである。さらにここでは権利が

共通の合意によって生まれるだけではなく，つねに

新しい合意や共通了解を目標とする。それゆえ，民

主的な話し合いをとおして各人が深く納得し，相互

の承認をとおして和解し，共通了解を形成する努力

をしなければならない。ルールは共通の合意に基づ

いて承認された限り各人はそれを遵守しなければな

らないが，現実と齟齬し古くなったルールは，新た

な共通了解に基づいて書き換えることができる。

〈ルール的人権原理〉による普遍的人権にもとづ

く「開かれた」共生社会では，人びとは，法（＝ルー

ル）の下で自由で平等である。人びとは，法・制度

（＝ルール）の下で対等の立場で相互の自由を尊重

しつつ，己の生の欲望を自由に追求したり，自分な

りの価値ある人生をめざしたり，それぞれの思う

「善い生き方」をめがけることができる。このとき，

「差異」を理由にした社会的差別や不平等は一切，正

当化されてはならない。求められるのは，文化的ア

イデンティティや歴史観の共有ではなく，〈ルール〉

にもとづく関係，すわなち，市民性＝市民的アイデ

ンティティである。市民的アイデンティティをもつ

個人，つまり市民とは，公共的なもの，いいかえれ

ば，「みなにとって共通の事柄」につねに関心を持

ち，考え，判断し，責任を持って行動する人間のこ

とである。

現実の市民社会において，さまざまに異なる価値

観や文化的アイデンティティをもつ人びとが共に生

きていくためには，「差異」を互いに認めあいながら

も，徐々に「差異」を軽くし，「差異」を問わない市

民社会に成熟する条件と道筋が求められる。そのと

き，最も大切なことは，一人ひとりが互いに他者を

自由な存在として承認し合うこと，すなわち，「自

由の相互承認」である。市民社会のルール関係を形

成するのは，諸個人の自由の相互承認にほかならな

い。

市民社会においては，諸個人は市民として自らの

意志で，さまざまな問題を克服できるフェアなルー

ルをつねに作り出していける可能性をもつ。〈ルー

ル的人権原理〉による普遍的人権によって，欲望の

追求から生じる現実の諸々の困難を解決するため

に，人びとの「同意」に基づいて新たにルールを書き

加えることができる。

■〈ルール的人権原理〉の土台：ホッブズ，ロック，

ルソー，ヘーゲルの哲学原理

〈ルール的人権原理〉は，ホッブズ，ロック，ル
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ソーらの「社会契約説」の思想を土台に，ヘーゲル

の「相互承認の原理」に基づいて概念化され発展し

たものである。

ホッブズ（1651/1979）の社会思想は，人間存在の

哲学的考察にもとづく〈超越存在（神や自然法等）な

しにルールを守れる存在である〉という哲学によっ

て支えられていた。ホッブズの目ざすのは，一切の

暴力が追放された社会である。そこでは，異論や少

数意見は「敵」として放逐されたり打倒されること

はない。

ロック（1690/1980a，1689/1980b）は，市民は「人

格」として「法（ルール）」の下で自由・平等であると

主張した。「法の下での自由・平等」原則は，近代市

民社会の柱となった。ロックの唱える「多数決の原

則」は，異論・少数派の復活の権利（抵抗権）を原則

としたものである。

ルソー（1762/1954）は，あらゆる少数意見や異論

（差異）をつぶさに検討した結果残った意見・主張を

「一般意志」と名づけた。それは，「差異」の尊重にも

とづき人々の共通の利益をめざす「共通の意志」で

ある。一般意志を「全体意志（国家意志）」とするの

は，よくある誤解である。一般意志と全体意志とは

まったく異なる概念である。ルソーは，一般意志に

もとづく民主主義によって，人々の間の「共通の了

解」をめざす〈ルール社会〉を構想した。

ヘーゲル（1807/1979，1807/1998）の「相互承認の

原理」の第一の意義は，現実の生活世界において異

なる意見や多様な主張（差異）を認め，それらの対

立・衝突の「調整」や和解に向かうための原理である

ことだ。第二の意義は，対立が和解に至る過程を通

して人びとの間に「共に生きようとする欲望」を認

め合うことである。

彼ら近代哲学者に共通するテーマは，人と人との

〈関係性をとおした普遍性〉である。自己中心性をも

つ人間同士が，相互交流・相互理解によって共感や

同意・合意を生み出し，共生のためのルールをつく

りだす。彼らは，人間の関係によってもたらされる

「人間同士の信頼」を基礎に人権・社会原理を構想し

たのである。つぎに，ヘーゲルの「相互承認」を取り

上げて紹介したい。

2．2．3．ヘーゲルの「相互承認の原理」

ヘーゲルは『精神現象学』において相互承認の原

理を展開した（ヘーゲル，1807/1979，1807/1998）。そ

こでは，〈私〉の「意識」の変化発展する過程が，人間

の歴史発展のプロセスと重なるように描写される，

とても深く含蓄に富む思想である。人間が「関係す

ること」とは，共同性（一般性）の形式をもつこと，

いいかえれば「市民社会のさまざまな制度や法律」

をさす。ヘーゲルのいう「精神」とは人間の精神だけ

にとどまらず，社会の制度を意味する。それらの土

台にして，各人の相互承認の自由は保障される。

「意識」から出発し「自己意識」が理性となり良心

となって成長する。しかしその過程はけっして順風

満帆ではない。自己意識はさまざまな意識の形態

―ストア主義，スケプシス主義，不幸な意識など

―と遭遇し，対立や闘争をくりかえしながら，互

いの自由を承認することによってして成長する。

「自己意識は欲望なのである」（ヘーゲル，

1807/1979，p. 180）。欲望の自由から出発し，自由の

相互承認をめざす。自由の相互承認論は，誰にとっ

ても，いつでも，どこからでも始めることができる

普遍的な原理である。とまれ，差異と自由の「相互

承認の原理」を概観しよう。

■差異と自由の「相互承認の原理」

ヘーゲルは，「自己意識はただ承認せられたもの

としてのみ存在する」（ヘーゲル，1807/1979，p. 183）

ものであり，また「自己意識はその満足を他の自己

意識においてのみ達成するのである」（p. 184）とい

う。つまり自己意識が目標とするのは，自己と他者

との，自己意識の〈相互承認〉である。「他者のうち

に自分自身を見もする」（p. 184）ことが承認である。

自由を求める自己意識は，自分の自立性を他人の中

においてこそ見出すのだ。自己意識の自立性，自由

は他人との共同性の中に存在する。それゆえ自由の

実践的な意義は，他者の自立性を奪わずに，しかも
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他者の中に自分の自立性を見出すことにある。各人

の自立性の相互承認が目標なのだ。相互承認は，自

己意識が他者との共同性の中に自分の自立性を確認

すること，すなわち〈関係を通しての自立性〉といえ

る。

では，自他の自由の相互承認は具体的にどこで実

現されるのか。自他の自由の相互承認は，「人倫」（家

族，市民社会，国家）という社会の中ではじめて具

体的に実現される。法による権利の相互保障や，人

格の相互尊重という道徳的な承認は，さしあたって

形式的な承認関係である。しかし自他の相互承認は

そうした形式性（法と制度）にだけ止まらない。人々

は現実的な生活の場面である「人倫」の世界におい

て，互いに支え助け合うことによって承認し合って

生きているのである。ここで重要なことは，国家や

市民社会は人々の相互承認の〈媒体〉であることだ。

ヘーゲル的国家は自他の自立性が実現されるための

〈場〉である。

人権とは，単に抽象的な道徳意識や義務，法・政

治制度の問題で完成するものではない。それ以上に

求められるのは，生きた人間による「生」の場面で

くり広げ達成される自他の自由の承認関係である。

そうした自由の相互承認を実現するための具体的な

〈場〉が，とりもなおさず家族であり市民社会であり

国家である。

ところで「相互承認」は自己中心性をもつ自他の

「折り合い」，すなわち対立する利害や意見の調整を

はかるためだけのものではない。もっと重要なこ

とがある。それは，人びとが「共に生きようとする

欲望」を互いに承認しあう関係のプロセスをとおし

て，やがて対立・衝突が和解にいたることによって，

新たに「共に生きようとする意志」の関係が生まれ

る可能性があることだ。己の欲望や経験を深く内省

すればするほど，きっとそこに「共に生きようとす

る欲望」があるのに気づくはずだ。誰にとってもま

ず「自分自身の主人になること」＝自立が重要であ

るが，それは孤独に甘んじたり利己主義にふるまう

ことをを意味するわけではない。そうではなく，む

しろ自分自身が常に他者によって生かされ，他者と

ともに生きる中で生の喜びや悲しみ―人生の意味

―を見出す，そのような経験を誰もがもっている

はずだ。こうした自らの経験や「欲望」の洞察をとお

して自ら自身のなかの「共に生きようとする意志」

を深く自覚するのが，「良心」である。

 自分のために配慮をめぐらせればめぐらせる

ほど，他人に役立つ可能性が大きくなるだけ

でなく，そもそも，個人の現実とは，他人と

ともにあり，他人とともに生きることでしか

ない。個人の満足は，本質的に，他人のため

に自分のものを犠牲にし，他人が満足するよ

うに手助けする，という意味をもつ（ヘーゲ

ル，1807/1998，p. 438）

二つの相対立する「良心」がある。「行動する良心」

と「批評する良心」である。

「行動する良心」は，「良心」・共同の義務を「こと

ば」上の上辺だけのものとして意識しており，むし

ろ現実の行動に重きを置く。しかしその行動は，お

のれという「特定の個」のために為すものに過ぎな

い。ヘーゲルは「行動する良心」を，自己の行動が共

同の義務に一致しないにもかかわらず，それを「義

務と良心に沿ったものだ」（ヘーゲル，1807/1998，p. 

447）というのは「偽善」に他ならないと厳しく批判

する。

「批評する良心」は，行動ではなく「ことばのう

ちにしか義務はない」と思っている。行動せずにあ

れこれと判断（批評）することが義務にかなってい

ると信じている。むしろ行動しないから「純粋な善

を保持できる」（ヘーゲル，1807/1998，p. 449）のだ。

ヘーゲルは「批評する良心」を，自分は行動せずに

口先だけで「高潔な信条の吐露をもってその誠実さ

を証明しようとするような偽善」だと，これも手厳

しく指弾する。「行動する良心」は利己的目的のゆえ

に，「批評する良心」は行動の欠如ゆえに，いずれも

偽善的なのだ。

二つの良心は対立する。「行動する良心」が義務の

ためになすいかなる行為も，現実には個人の行為と
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して為されるわけだから個人的な意図から切り離し

て考えられない。だが「批評する良心」は，義務を果

たしているという「行動する良心」を，本当は利己的

動機から為す行為だと批判する。

しかし，やがて「批評する良心」も「行動する良

心」に「おのれのすがたを見てとる」ようになり，結

局は自分の頑固さに気づいてそれを放棄するのだ。

ここに両者の和解が成立し，両者は「共同性を獲得

した存在として現実にすがたをあらわす」（ヘーゲ

ル，1807/1998，p. 452）のである。

以上のように，ヘーゲルが「良心」で描いた「行動

する良心」と「批評する良心」の〈相互承認〉を求め

る相克劇は，誰もが思い当たる節のある出来事であ

るはずだ。つまり〈相互承認〉論は，現実に生きる

人間ならば誰もが，いつでも，どこからでも「生の

現場」で実践できる普遍的な原理である。とはいえ，

異なる意見や主張，価値観や信念間の対立を克服し

〈相互承認〉に至る道は決して障害物のない平板な

道程ではなく，むしろそこは怒りや悲しみ，罵りや

さげすみ，猜疑心，妬み，裏切り，諦念など人間の持

つさまざまな感情が交錯し激しくぶつかり合う場所

であり，多くの隘路や困難が待ち受ける起伏の激し

い茨の道である。こうした困難を乗り越えて，人々

の中にやがて互いに許し和解する気分や論理が形成

されていき，なによりも互いに「共にいきようとす

る欲望」を認め合うことができる。

ヘーゲルの〈相互承認〉論は，つねに人間の関係の

なかに合理性や〈信〉を見出そうと努力する原理で

ある。

以上見たように，「相互承認」は互いの抽象的な

自由や人格の承認にとどまらない。相互承認論は，

もっぱら議論や対話の方法によって，人間同士の関

係上生じるさまざまな価値観―文化や宗教，歴史観

や主義・主張，好みや趣味，アイデンティティなど

―をめぐる「差異」やそれに起因する対立・衝突を

宥め解消し，和解にいたる現実的条件を探り出そう

とする原理である。文化的多様性の差異や自由が権

利として保障されるための現実的条件とは，「制度

や法（国家）」の存在である。対立や矛盾の和解・克

服は，これらの現実的条件の下で諸個人の自由な活

動，つまり自由の相互承認をとおして実現される可

能性を原理的に有する。

ここで，差異と自由の相互承認の原理の要諦を確

認しておきたい。

（1）相互承認の原理は，価値観の異なる個人，す

なわち「差異」から出発する。十人十色。「差異」

ある人間同士が同じ社会で暮らしている。

（2）相互承認の原理は，「真理」や「絶対的に正し

い意見」を求めない。探求するのは互いに納得

する「共通の意見」（＝普遍的な意見）である。

（3）相互承認の原理にもとづく議論と対話には，

誰もが対等の立場で参加できる。

（4）相互承認の原理は，議論と対話によって「共通

の意見」を取りだす（共通了解の原理）。

（5）議論と対話によって取りだした「共通の意見」

は，みなにとっての「共通のルール」となる。

2．2．4．フッサールの「共通了解の原理」

ヘーゲルの相互承認論が明らかにしたのは，近代

市民社会においては誰もが自分なりの生き方を自由

に追求できることであり，自分なりの考え方や価値

観，すなわち「正しさ」の信念を保障されることで

ある。そのとき肝要なことは，自分だけが「正しい」

と思ったり，自分こそが「正しい」と主張したりしな

いことである。自分の信念や価値観，「正しさ」を唯

一絶対的なものと考えたり振舞ったりしないことで

ある。そこでは，各人の文化や価値観の差異（文化

的多様性）と自由を認め合うことが求められる（相

互承認）。大切なのは，ひとえに「共通了解」の経験

を積むことである。そのための原理的方法として，

フッサールの現象学にもとづく「共通了解の原理」

（竹田，1989）が重要である。

先に述べたように，近代市民社会は「普遍ルール

社会」として登場した。そこでの基本原理は，あら

ゆる暴力の禁止である。自分の主張や価値観は他人

にけっして強要できないし，ましてや「力」づくで自
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他のそうした差異や違いをのり越えることはできな

い。近代市民社会は，さまざまな問題や考えや主張，

価値観の違いを暴力によって解決するのではなく，

話し合い―議論と対話―によって互いに理解し

共存しうる克服する「可能性」をめざす。そのための

哲学的方法として，フッサールは「本質観取」と「現

象学的還元」を示した（フッサール，1950/1979）。こ

れに関しては，3．の稲垣論文に詳しく述べられてい

る。よって，ここでは，平田オリザの『わかりあえ

ないことから』のなかで展開された「コミュニケー

ション能力とはなにか」の議論と，苫野一徳の『教育

の力』の共通了解の方法の紹介をとおして，「共通了

解の原理」の要点を簡単に描きたい。

■平田オリザ（2012）の『わかりあえないことから』

の議論から

いま，日本社会は，社会全体が，「異文化理解能

力」と，日本型の「同調圧力」のダブルバインドに

あっている。社会全体が，コミュニケーション能力

に関するダブルバインドが原因で，内向きになり，

引きこもってしまっている。

いままでは，遠くで誰かが決めていることを何と

なく理解する能力，空気を読むといった能力，ある

いは「心を一つに」「一致団結」「価値観を一つにす

る方向のコミュニケーション能力」が求められてき

た。しかし新しい時代には，「バラバラな人間が，価

値観はバラバラなままで，どうにかしてうまくやっ

ていく能力」が求められている。平田はこれを「協調

性から社交性へ」と呼ぶ。この点が，いま日本人が

直面しているコミュニケーション観の転換の本質で

ある。

さて，「心からわかりあえる」ことを前提としてコ

ミュニケーション能力を求めると，そこからは「心

からわかりあう可能性のない」人びとをあらかじめ

排除してしまいかねない。しかし，わからないから

放っておいていいというわけではない。価値観や文

化的な背景の違う人びととも，どうにかして「共有

できる部分を見つけていくこと」が大切である。

そのとき，求められるのは「対話」であって「対論

（ディベート）」ではない。「対論（ディベート）」は

相手を打ち負かす議論の作法である。負けた方は，

勝った方に従わねばならない。しかし，「対話」の方

法は，異なる二つの論理が摺り合わさって，新しい

概念を生み出す。対話を通して両者が変化するので

ある。

〈対話的な精神〉とは，異なる価値観を持った

人と出会うことで，自分の意見が変わってい

くことを潔しとする態度のことである。ある

いは，できることなら，異なる価値観を持っ

た人と出会って議論を重ねたことで，自分の

考えが変わっていくことに喜びさえも見出す

態度といってもいい。（平田，2012，p. 103）

■苫野一徳の『教育の力』の議論から

価値観や感受性の異なる相手でも，最低限その存

在を認めようとする感性・態度が重要である。これ

を「相互承認の感度」と呼ぼう。「相互承認の感度」

を育むためには，価値観や感受性の異なる者同士の

間に，何らかの「共通了解」を見出す経験を積む必

要がある。そのための方法が，「超ディベート」ある

いは「共通了解志向型ディベート」という，「共通了

解」を得るための議論の方法を提唱したい。

さて，「共通了解志向型ディベート」の方法での出

発点は，「わたしたちのどのような思想・考えにも，

絶対に正しいものなどない」（苫野，2014，p. 223）と

いうことだ。

“絶対”なんてないということを前提にした

上で，なおいかに『共通了解』を見出し合っ

ていけるかと考えること，これが力強い思考

のあり方です。絶対に正しいことではなく，

共通了解可能性を見出そうと考えるのです。

（苫野，2014，p. 223）

苫野はこれを「欲望・関心相関性の原理」と呼ぶ。

これは，ヘーゲルの「弁証法」的思考法とフッサー

ルの現象学の方法を組み合わせた思考・議論の方法

だという。そうした上で，苫野は「共通了解志向型

ディベート」の方法の手順を示す。

（1）対立する意見の底にある，それぞれの「欲望・
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関心」を自覚的にさかのぼり明らかにする。

（2）互いに納得できる「共通関心」を見出す。

（3）この「共通関心」を満たしうる，建設的な第三

のアイデアを考え合う。

以上見たように，市民社会に現存するさまざまな

問題や考えや主張，価値観の違いに向き合う時，問

うべきは，異なる世界観や価値観の「一致」ではな

く，それらの人々同士が互いの世界観・価値観を受

け入れたり（差異の承認），新しい共通の「ものの見

方・考え方」や価値観を「ことば（本質）」として取り

だしルール化できるかどうかが問われる。いいかえ

れば，価値観の異なる人間同士の，対話による「共

通了解の可能性」の条件を探し出すことである。

平田オリザの議論と，苫野一徳のしめした「共通

了解の原理」はこうした問いへの「ひとつの答」とし

て大いに評価し多くの点で学ぶべきものがあるとい

えよう。

2．2．5．市民主義にもとづく公共性の概念

さて，開かれた共生社会のために市民主義にもと

づく公共性の概念を鍛えることが肝要である。「私

の欲望」から出発しながら，つねに「誰もが欲する

こと」「共通の利益」つまり公共的な観点から思考・

判断することである。自己中心的な人間が他者と

の関係をとおして「共に生きようとする欲望」を相

互に確認し合うことが求められる。人びとが「共に

生きる」ことは，必然的に「公共性」につながる。

マイノリティとマジョリティが共に生きうる「開

かれた共生社会」は，異質で多様な価値観をもつ

人びとが，複数の価値や目標めがけて自由な競争

（competition）をくり広げ，時には激しく対立する開

かれた社会である。こうしたイメージの共生社会に

おいては，一方で多様な文化的属性や「差異」を互い

に承認しあい（ヘーゲルの相互承認の原理），他方で

多数の人びとの意見や主張の違いは，日常の関係性

―民主的な議論や市民活動，市民教育等―のな

かでの共通了解をとおして乗り越え平準化・一般化

される（フッサールの共通了解の原理）。

3． アイルランドで子どもを育てる親た
ちの「複言語育児」の事例（稲垣みど
り）

稲垣は日本語教育の実践者として大学教育の中で

留学生を対象に日本語を教えつつ，言語教育の研究

を進めている。人々の国際移動，移民問題，マジョ

リティ社会への外国人の包摂といった状況に不可欠

なものとして言語教育を考えた場合，日本国内およ

び国外の言語教育において，金泰明の共生論の原理

（2．2．）―「自由の相互承認」の原理と「共通了解

の成立」の原理―は，これからの言語教育の目指

すべき「価値」を指し示す大きな指針になると考え

ている。どのように外国人を包摂し，社会統合をし

ていくか。そのために「日本語教育」は何ができる

のか，という問いは，国内の日本語教育に関わる者

にとっては切実かつ喫緊の問いである。2019年4月

の入管法改正によって，日本政府は大量の「外国人

労働者」あるいは「外国人材」を労働市場における

「人手不足」解消のために受け入れる政策を開始し

た。日本政府は現在のところ，正式な「移民」政策

をとらずに人手不足解消の「労働者」としての側面

でのみ外国人を受け容れようとしている。「人権」を

キーワードに論じる金泰明の共生論の原理の視点か

ら，「外国人との共生社会はいかにして可能か」の問

いをたてて言語教育の在り方を根本から考える視点

が今ほど必要とされる時期はないと考えられる。言

語政策の側面からも，たとえば福島青史は「日本社

会はどのような言語状況を目指すか」という根本的

な問いから，言語政策，言語教育を考えるための理

論を構築中である（福島，岩内，稲垣，飛田，2019，

p. 44）。社会構想といった大きな枠組みのマクロの

次元で，金泰明の共生論の原理は，社会構想として

の日本語教育の原理を底から支える重要なものであ

ると考えられる。一方，日本語教育における共生論

の原理の文脈化として，各々の言語教育の現場にお

けるミクロの次元での「我々は，今ここで，どのよ

うな日本語教育を目指すべきか」という共通理念の



43

『言語文化教育研究』17（2019）

設定の問題があると稲垣は考える。ありとあらゆる

日本語教育の現場で，言語教育の実践者は「何のた

めの日本語教育」のある程度共通した理念の設定の

もとに，具体的なコースデザインとカリキュラム構

築を行いながら，言語教育の実践をしていく必要に

迫られている。また大学等の日本語教育の現場にお

いても，多国籍の多様な背景を持つ学習者の「異な

る価値観」をどのように受け入れ，すり合わせなが

ら教室実践をしていくのかという問題は大きなテー

マであるといえる。本稿では「何のための日本語教

育」の日本語教育の「価値」を問う一つのローカルな

事例として，海外で子どもを育てる日本人の親を対

象としたワークショップ実践について報告する。

3．1．研究の背景

稲垣は今まで，日本語教育学の研究課題として，

アイルランドの親たちが作った日本語の学びのコ

ミュニティ（補習校）において，どのような言語教育

のフレームワークの構築が可能なのか考えてきた。

アイルランドは稲垣にとって，1998年から13年にわ

たって生活者として，また日本語教師として暮らし

た場所である。自分自身がアイルランド出身の配偶

者と家庭を築き，子どもを育てていく過程で，現地

の補習校に関わる機会を得た。最初は「国語 /日本

語」を教える「講師」として。のちには「日本 /アイル

ランド」の二つの言語文化背景を持つ子どもの「親」

として。稲垣が研究を開始した直接の契機は，それ

までアイルランドにあった補習校に子どもを在籍さ

せる親たち同士が，子どもの日本語教育の在り方を

めぐって教育方針が次第に一致しなくなり補習校が

二つに分かれ，新しい学校が設立される状況に立ち

会ったことである。新しい学校の設立は，補習校に

在籍する「日本につながる子どもたち」の背景の変

化によるところが大きかった。

1980年代後半～1990年代後半ぐらいまでは，ア

イルランドの補習校の在籍児童生徒の主流を占める

のは現地の日系企業の日本人駐在員の子女であっ

た。ところが，日本国内のバブル経済の崩壊，経済

不況のあおりを受けて，90年代末から2000年代は

じめにかけて，アイルランドから日系企業の多くが

撤退した。結果，日系企業の駐在という形態でアイ

ルランドに居住する日本人家庭は減った。その代わ

り，留学や就労などで自由移動者の個人としてアイ

ルランドに移住する日本人は増加し，「長期滞在者」

もしくは「永住者」として，時には現地でアイルラン

ドやその他の欧州出身の配偶者と家庭を築いてアイ

ルランドに滞在する日本人が増加した。その結果，

補習校に在籍する子どもの数が，海外帰国子女教育

の一環として，日本帰国を想定して本来日本で受け

るべき教育の「補完」として補習校に通う児童生徒

から，永住予定の国際家庭の児童生徒にシフトして

いく状態となった。日本に帰国し，日本語の教育制

度に戻っていく前提で日本の「国語」教育を求める

親と，現地に永住予定の子ども達を対象とした日本

語教育の在り方を求める親たちの間で，次第に日本

語教育をめぐる方針が食い違うようになった。ま

た，稲垣自身も当時補習校の講師を勤めていたが，

講師の立場からいっても日本語を学ぶ目的の違う多

様な子ども達を同じクラスに混在させて授業を行う

ことが次第に難しくなっていった。その結果，国際

家庭の親が中心となって，新しい学校を立ち上げる

形で，ダブリンの補習校は二つの学校に分かれる形

となった。

ここに至って，日本帰国を前提とせず，アイルラ

ンドで日本語を含む複数環境で成長する自分たちの

子ども達のために，どのような日本語教育のカリ

キュラムが最適であるのか，親たちが自分たちで考

える必要性が生じた。この新しい学校の校長は，自

らも国際家庭の親の1人であり，講師も「親」である

当事者性を持つ教員経験者が大半を占めた。親たち

が自発的に立ち上げた「新しい学校」は，当初は日本

の義務教育における「国語教育」からも自由であり，

アイルランド現地の学校教育制度からも自由であっ

た。つまり，どのような既存の教育の枠組みにも規

定されない教育機関であるがゆえに，「何を目指し
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て言葉の教育を行うのか」という基本の理念のとこ

ろから，教育の枠組みを設立した親や教師たちが自

分たちの力で創り上げていかなくてはならない。そ

れではこのような場において，どのような言葉の教

育が「よい」といえるのか。どのような「価値」が目

指すべき言葉の教育の「価値」として設定し得るの

か。稲垣の研究課題はここに始まった。

3．2．研究の概要

以上のような経緯で生まれたアイルランドの「新

しい学校」において，親がそれぞれの視点で「私の

子に期待する日本語の力」を論ずる限り，そこに普

遍的な共通了解は成立せず，そのコミュニティの言

語教育のカリキュラムの基となる共通理念は成立し

得ない。稲垣は，2011年から2018年にかけて，アイ

ルランドの複数言語環境で子どもを育てる日本人の

親たちを対象に「子育て」と「言葉」をめぐるインタ

ビュー調査を実施した研究を進める過程で，複数言

語で子どもを育てる育児の営為を「複言語育児」（稲

垣，2016）の分析概念を立てて論じた。「複言語育児」

とは，複言語能力（コスト，ムーア，ザラト，2011）

を有した者が，複雑に入り組んだ不均質な寄せ集め

の目録（レパートリー）としての言語の複合能力を

時に応じて駆使して実践する言語実践としての「育

児」の営為を指す。その「育児」の営為の背後には，

家族の過去の歴史や親の人生，家族の願望，将来の

計画等を全て包括した「思い」をも含むものであり，

その「育児」の営為は包括的な家族の価値観の表出

である。「複言語育児」は子どもと親または養育者の

相互主体的な関係に基づく営為であり，決して親ま

たは養育者からの一方向的な働きかけではない。子

から親，親から子の双方向的な働きかけにより，お

互いが動態的に変容しつつ，ともに言語を通じて社

会と関わっていく営為である。

稲垣は，「複言語育児」を実践する親たちの意味世

界をライフストーリー法によって描いた。質的研究

法の一つとしてのライフストーリー法を研究方法と

して記述するさい，金泰明の共生論の原理の一つで

あるフッサールの「共通了解成立の原理」の手法で

ある「本質観取」のアプローチを用いて，複数の親の

語りから「複言語育児」の意味世界を取り出し，「複

言語育児」の本質を取り出した。親がそれぞれの内

省のうちに語る「私にとっての複言語育児」の意味

付けの中から，「わが子にとってどのような言葉の

力が必要か」というある程度普遍的な共通了解を成

立させることができれば，そのコミュニティの言語

教育のカリキュラムの基となる共通理念としての言

語教育の「価値」を設定できるのではないか，と考え

たゆえである。

また，ライフストーリー法による研究の一環とし

て，アイルランドで複言語育児を実践する親たちを

集めて現象学の哲学原理に基づく対話による複数回

のワークショップを開いた。これは，異なる価値観

を持つ人々が共に生きるためのフッサールの「共通

了解の原理」に基づいてデザインしたワークショッ

プである。そこでは親たちが「我が子に望む日本語

の力」について対話を重ね，「子どもに期待する言

葉の力」の共通了解を成立させていく様子が見られ

た。

3．3．ワークショップの実践

3．3．1．ワークショップの概要

本稿では，2018年5月6日にアイルランドのダブ

リン市で行った親たちによるワークショップ4を紹

介する。参加者はアイルランド在住の30代～50代

の日本人の母親たちを中心とした9名である。参加

者の中には，子どもを補習校に通わせている親も通

わせていない親もいた。しかしどの親も，日常の子

どもへの話しかけの言語を日本語にする，家庭で

日本語話者の親が日本語の読み書きを教えるなど，

4　本ワークショップは稲垣の JSPS科研費17K02870
『海外在留邦人の「複言語育児」―アイルランドの在
留邦人へのインタビュー調査から』の助成を受けて行っ
た。



45

『言語文化教育研究』17（2019）

何らかのかたちで子どもに日本語を学ばせていた。

ワークショップ実施にあたっては，アイルランド在

住の日本人保護者に在住者向けの情報メーリングリ

ストを使って研究調査の内容を発信し，参加者を

募った。参加者たちのプロフィールは表1のとおり

である。

3．3．2．ワークショップの方法：「本質観取」ワーク

ショップとは何か

「本質観取」は，金泰明が2．2．4で述べたフッサー

ルの現象学の原理，「共通了解の成立」の原理の方法

化である。上で述べたような「確信成立の条件」を解

明して，ものごとの本質，つまり普遍的な認識，意

味に迫ろうとする方法のことである。我々が世界を

どのように認識するのか，その認識の構造をはっき

り確かめよう，それを言葉にして取り出そうとする

営為のことである。

たとえば目の前のリンゴをみて，それを「リンゴ」

だと認識する。なぜそれを自分は「リンゴ」と認識し

たのか。それを外部から与えられた先入観や予断を

取り除いたところで，個人の体験の内省から取り出

すことである。つまり自分がリンゴを「リンゴ」と認

識した，その「確信成立」の条件あるいは構造を確か

めようとすることである。この「確信成立の構造」の

条件を取り出すには，現象学的還元を行う。現象学

的還元とは，「目の前にリンゴがあるからリンゴを

認識する」という通常の認識の仕方を逆転させ，「自

分はこのような理由でリンゴを認識する。ゆえに，

目の前のものはリンゴである。」とする，客観的存在

があるから主観がある，というのを逆転させ，主観

があるので客観がある，と置き換えることである。

「リンゴ」を「正義」や「愛」などの概念に置き換えた

場合，われわれはその概念をどのように捉え，どの

ように意味づけるか。その確信成立の条件を言葉と

して取り出すことは，時にコミュニティのルールを

形成する際に不可欠の営みとなる。それが「本質観

取」で目指すところの「共通了解の成立」であり，そ

のためには言語による各人の内省からの「確信成立

の構造」の条件の確かめが必要である。あらゆる概

念には外部からおかれた本質的な「真理」は存在し

ない。あるのは，できるだけ多くの人の間主観的な，

確信成立の条件であり，それを各人が言語の公共の

テーブルに出すことで，確かめ合い，誰もが納得し

得る「共通了解」を創り出していく。この営みが，つ

まり現象学でいうところの「本質観取」である。

このような現象学的な事物の見方を基盤にして，

本質観取によって，客観存在をいったんエポケー

（「判断中止」：純粋意識の領域に至るために，いった

ん素朴な日常的判断〈自然的態度に基づく判断〉を

中止すること）しつつ，ある概念の核心的な意味が

「言葉」として自らの経験を内省しつつ取り出され

る。そしてその主観的な内省による「言葉」が，他

者との相互批評にさらされることによって普遍性を

獲得していく可能性を持つ。この言葉（世界像，感

表1．ワークショップ参加者の概要

年代 アイルランド居住歴 子どもの数（年齢）

Aさん 30代前半 4年 2人（5歳，2歳）

Bさん 40代後半 18年 2人（14歳，12歳）

Cさん 40代後半 8年 2人（11歳，5歳）

Dさん 40代後半 20年 4人（18歳，17歳，12歳，10歳）

Eさん 30代後半 4年 1人（1歳半）

Fさん 50代前半 20年 2人（12歳，14歳）

Gさん 30代後半 2年6か月 1人（5歳）

Hさん 50代前半 15年 2人（14歳，13歳）

Iさん 40代前半 10年 2人（2歳，8か月）
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受・欲望の秩序）の相互交換によって，いかに「相互

主観的確証」を生み出していくかが「本質観取」とい

う言語の了解ゲームの目的となる。

金泰明が2．2．4．にあげた苫野一徳の「共通了解

志向型ディベート」（苫野，2014）は，金泰明も言及

しているとおり，この現象学の原理に基づく「本質

観取」とヘーゲルの弁証法的思考を組み合わせた思

考・議論の方法である。苫野の「共通了解志向型ディ

ベート」の手順は，すでに金泰明が紹介した。以下，

「本質観取」の具体的な手順を示す。

3．3．3．ワークショップの手順

ワークショップは2018年5月6日（日）の13時よ

り，ダブリン市内のホテルのセミナールームを借り

て行った。2時間の時間をとり，1グループ3名のグ

ループに分かれ，①自分にとって「子育て」とは何

か②「我が子に身につけてほしい「言葉の力」とは何

か」の2つのトピックについて対話を重ねた。まず

A，B，Cの3つのグループに分かれてそれぞれのト

ピックについて30分ほど話し合い，後にそれを全体

で共有した。

ダブリンで行った「本質観取ワークショップ」の

手順5は，以下の通りである。

（1） 客観存在の観念をエポケー（視線変更・態度

変更）し，認識と対象の因果関係を逆転する。

（例えば，辞書に載っている意味や権威ある

学者の定義した意味などは全てエポケーされ

る。あくまで自分自身の内側から取り出す。）

（2） それらの概念，理念，観念を支えている本質

契機，構造契機を，自らの経験を内省するこ

とによって「言葉」として取り出す。

（3） 取り出された「言葉」は他者との「相互批評」

によって吟味されることによって「私の意

味」から「人間一般に妥当する意味」へと洗練

されていく。

5　この「本質観取」の手順は，Iwauchi（2017，pp. 10 - 
11）より引用した。

（4） 本質を取り出すことは，絶対的「真理」を取り

出すことではない。「言葉」の強度を試しあう

ことによって，万人に共通する概念の本質構

造を目がけることが主眼である。

以上の「本質観取」の手順を踏まえ，本ワーク

ショップは以下のような流れで行った。

（1） 「本質観取」とは何か。稲垣より現象学と本質

観取，また本質観取ワークショップを行う目

的についての説明を行う。（20分）

（2）本日のテーマとして「我が子に日本語を通じ

て身につけてほしい言葉の力とは何か」であ

ることを告げる。（これは事前にメール等で

周知済み）このテーマに取り組む前に，「練

習」として，自分にとって「子育て」とは何

か，について，本質観取をする。（5分）

 つまり，ワークショップのテーマは2段階あ

り，

 ①「子育て」とは何か。

 ②「我が子に日本語を通じて身につけてほし

い言葉の力」とは何か。

 の2つが，本日の「本質観取」のトピックであ

ることを告げる。

（3）まず，各自が自分にとって「子育て」について

ひとりで考える。この際，A4の紙などにメモ

などしながら自分にとって「子育て」とはど

んなことか，「言葉」として取り出す。（5分）

（4）（3）で考えたことを話し合いによって，共有

する。稲垣はファシリテーターとして，模造

紙（ホワイトボードがなかったので，大きな

模造紙で代用）に参加者から出た言葉をマッ

ピングしていく。（20分）

（5）類似の概念（言葉）をカテゴライズしていき，

上位概念，下位概念に分け，図式化していく。

（10分）

（6） 最終的に，3人の参加者が納得し得る「子育

て」の共通の概念を絞り込んでいく。（10分）

（7）まとめ（5分）

（8） ②のトピック，「我が子に日本語を通じて身



47

『言語文化教育研究』17（2019）

につけてほしい言葉の力」とは何か，のト

ピックについて，（3）～（7）の手順を繰り返す

（40分）

以上の手順で行い，約2時間ほどでワークショッ

プは終了した。終了後も，30分ぐらいは雑談のよう

な形で子育て全般や，「子どもの言葉の力」をめぐる

話し合いは続いた。今回は3名という少人数であっ

たので，上記の作業一つ一つが短時間に終わった

が，もっと大きな人数であったら，グループでの話

し合いの時間が必要になるので，所要時間は1つの

トピックで2時間ほどかかるのではないかと考えら

れる。

3．3．4．ワークショップの結果

対話の結果，①「子育て」については，3つのグ

ループ（便宜的にそれぞれA，B，Cとする）から，そ

れぞれ，グループでの話し合いの結果として，「子

育て」とは，（A）善き人間に育つための営み，（B）

言語，アイデンティティのベースを作るサポート，

（C）子どもが自己肯定感を持って生き抜く力を与え

ること，という3つが挙がった。各グループで発表

する時は，話し合いの経過を説明しながら3人がど

のような経過でその結論に至ったのか，代表者が詳

しく説明した。このように，グループ内の対話を全

体でシェアし，議論した。全体の議論において興味

深かったことは，A，B，Cの3つの「子育て」の本質

が，たがいに相関しあうことに皆が注目し，その関

係性を論じていたことである。つまり，Aのグルー

プから出た，子育てを通じて最終的に目指すべき人

間像としての「善き人間」になるためには，「自分」

や「他人」を受け入れて幸せに生きることが大切で

はないか。そしてそのベースには言語による確かな

自分とは何かというアイデンティティ形成が欠かせ

ない，と議論は続いた。最終的に，では「子育て」

の目指すべき人間像としての「善き人間」とは何か，

「善き人間」の条件とは何か，という話題で全体の議

論が盛り上がった。結論として，「日本人」あるいは

「アイルランド人」，「日本語」や「英語」などの国籍

や言語を超え，世界の一員としてどう生きるかとい

う，グローバルな規模での市民性を形成すること」

が「善き人間」の条件ではないか，という方向に議論

は収れんしていった。

「善き人間」というキーワードは，金泰明が「価値

的人権」の基本概念として説明したカントの道徳自

由論（2．2．1．）に重なる。異なる言語文化的背景か

ら形成される個的な欲望や感性にとらわれずに「最

高善（価値）を実現すべし，自己中心性（欲望や感性

の発揮）を抑えて，自分自身のなかにある「正しさや

善さの確信」を磨くこと，それを親たちが「子育て」

の目指すべき価値として措定しているところは，カ

ントが，正しく善き人間をつくることによって，理

想の社会が実現される，という考えにそのまま重な

るものとして稲垣には納得された。「子育て」とは

何か，というテーマで親たちに「本質観取」のワー

クショップをした場合，議論のメンバーや地域，コ

ミュニティによって当然さまざまな議論が沸き起こ

るだろう。複数言語環境で子どもを育てる親の実感

から，「善き人間」の条件として，まず子どもが自

分自身に自己肯定感を持って生きていくこと，また

そのための条件として，その自己肯定感が依って立

つ子どものアイデンティティがあり，そのアイデン

ティティを育むものは他でもない「言葉」なのだ，

という結論に辿りつくあたりが，アイルランドで日

本語＋多言語の状況で子どもを育てる親ならではの

「子育てとは何か」の本質観取であるといえる。

続いて，②「我が子に身につけてほしい「言葉の

力」とは何か」については，（A）「日本語をつうじて

見える文化と見えない文化を伝える力」，（B）日本

語を介して自分を伝え，相手を理解する力，（C）日

本語・日本文化を通じて様々な選択の中で個々のア

イデンティティを肯定的に育成する力，の3つが挙

げられた。この話し合いでは，言葉，文化，アイ

デンティティの3つがキーワードとなった。また相

手を respectし，acceptする力が大切，という文脈

で respect，acceptの二つの語もキーワードに挙がっ

た。これは，「自分の欲望」を抱えもった一人一人が，
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互いに他者を自由な存在として承認し合うこと，す

なわち金泰明が共生論の原理で述べた「自由の相互

承認」の原理にそのまま重なるものと考えられる。

注目すべきは，2つ目のトピックの議論も，1つ目の

「子育て」のトピックとほぼ内容は重なっていたこ

とだ。わざわざ2つにトピックを分ける必要がない

と稲垣が後で反省したほどに，議論に参加した親た

ちにとっては「子育て」と「言葉」は分かちがたく重

なり合っていた。まさに親たちにとって，「子育て」

はそのまま，日々の言語実践としての「子育て」であ

り，子どもを育てる営み自体が，複数の言葉を介し

て，親である自分は，どのような人間を育みたいの

か，という問いをめぐる本質観取なのである。まさ

に，ここで行われた議論は「複言語育児」の本質とは

何か，をめぐる本質観取であったと言ってよいだろ

う。

3．4．ワークショップの対話のまとめ

以上，アイルランド在住の複言語環境で子どもを

育てる親たちの，①「子育て」②「我が子に身につ

けてほしい言葉の力とは何か」をめぐる，本質観取

ワークショップの内容を紹介した。時間の制約もあ

り，ある程度の共通了解に至るまでの時間がやや足

りなかったものの，参加者同士の議論ははずみ，事

後のアンケートでは「普段このようなことを話し合

う機会はなかったので，貴重な機会となった。」「自

分の考えが整理された。」「他の人の意見を聞いて，

自分を振り返ることができた。」等の感想が聞かれ

た。

あらためて，ワークショップに参加した親たちの

ワークショップを振り返り，議論の内容を総括す

る。「複言語育児」の本質をめぐり，親たちはまさ

に自分の経験の内部から，経験を振り返り，自分に

とっての「複言語育児」の意味について考えた。そ

して，その考えを言葉にして取り出し，同じ状況に

直面する「他者」の言葉と並べて検証し合った。自分

の家庭で，どのような「複言語育児」を実践している

か，最初は自分や配偶者がどの言語を使って子ども

に話しかけているか，という個別具体的な事例をグ

ループのメンバーに紹介しつつ，次第にそれは議論

に参加したメンバー全員に共有されることにより，

抽象的になり，普遍性を帯びていった。このワーク

ショップから生まれた「複言語育児」の本質は，「善

き人間を育てること」であり，そのためには「言葉に

よる自己肯定的なアイデンティティを育てること」

が大切である，と帰結した。また，「言葉の力」の本

質としてあがったのは，「他者をacceptし，respect

する力」，よりかみ砕いて言えば「日本語を介して日

本の文化も相手の文化も理解する力。それによって

自分のアイデンティティを肯定的に捉え，相手のこ

とも肯定的に捉えられるようになる力」となった。

このような「本質観取」は，アイルランド以外の他の

場所で「複言語育児」をする親たちが聞いても，あ

る程度の同意を得られるものではないだろうか。他

の場で検証してはいないものの，少なくともワーク

ショップ参加者と同様に，日本とアイルランドを往

還しながら「複言語育児」を実践する稲垣自身の「複

言語育児」の実感，意味づけには重なるし，稲垣自

身は「なるほど」と深く納得できる「複言語育児」の

本質観取であると感じた。以上，このワークショッ

プで出された「複言語育児」の本質観取は，異なる文

化と言語を自分自身が往還しながら日々の生活を生

き，子どもを育てる親たちならではの，「我が子に身

につけてほしい「言葉の力」を軸にした，見事な本質

観取であると言えるだろう。

4．全体の総括

4．1．「複言語育児」の本質とは

以上，本稿でははじめに金泰明が「価値的人権概

念」と「ルール的人権概念」を基盤とする共生論の原

理について述べた。それを承けて，稲垣が，言語教

育の「意味」と「価値」はどのように創出できるのか

という問題意識から出発し，その事例として，アイ
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ルランドで日本語を含む複数言語環境で子どもを育

てる親たちの「本質観取」ワークショップの実践を

紹介した。

親たちによる「複言語育児」の本質観取はそのま

ま，言葉によって人と関わり，言葉によって人を育

むという言葉の教育の本質と重なるのではないかと

稲垣は考えている。日本語，国語，外国語，継承語

としての日本語，そのような言語の境界を超えた複

言語の使い手である親が，その複言語能力と環境を

駆使して子どもを育てる行為。どのような「人」をど

のように「言葉」で育てるのか。何を目指して「複言

語育児」を実践するのか。その問いは，まったく「何

のための言語教育」という言語教育の意味と価値の

問題と重なる。そして，アイルランドの親たちの「複

言語育児」の本質観取の内容は，おどろくほど金泰

明の共生論の原理と重なる。

そもそも稲垣自身が，20数年間の「言語教育」の

実践と10数年間の「複言語育児」の実践を経たのち

に，金泰明や竹田青嗣，苫野一徳の思想に触れ，そ

の哲学原理に言語教育の価値の創出の問題を解く鍵

があると直観した。そしてそれまでに多くの「複言

語育児」を実践する親たちにインタビュー調査を重

ね，自分自身も「複言語育児」の実践者である稲垣自

身の中で，「言語教育」の本質は，すでに「複言語育

児」の本質に重なるものとして実感されていた。稲

垣が「複言語育児」の意味世界，また親たちの創り

だした教育機関における「価値」創出という研究課

題を解く鍵として，ヘーゲルの相互承認やフッサー

ルの現象学の原理に惹かれ，金泰明の共生論の原理

に深く納得し，共生論研究会に参加して「共生社会

のための言語教育」の在り方を探究するゆえんであ

る。

4．2．「複言語育児」から「言葉の教育」の本質へ

現在の日本国内における喫緊の課題である外国人

受け入れ政策と日本語教育に関しても，何を目指し

て「言葉の教育」を行うべきか。その価値創出とし

て，人権論を基盤に据えた「自由の相互承認」と「共

通了解の成立」の原理に基づく金泰明の共生論の原

理は有効である。特に，本質観取によって共通了解

を作り出し，ルールを作り出していこうとする営み

はすべて「言葉」によってなされることが重要だ。共

生社会の実現は「言葉」による対話以外にないとす

れば，その「言葉」によって人を育てる言語教育や複

言語育児の実践者たる親や教師こそが，共生社会を

実現させるための新たな価値創出の鍵を握る実践者

であるといえるのではないか。

9人の「複言語育児」の実践者のミクロの視点か

ら，「社会構想としての言語教育」の見取り図はす

でに出されている。問題はそれをそれぞれの現場に

いる実践者たちがどのように実践するかだ。海外在

留邦人の子どもの例でいえば，海外にいても「日本

人」と同じような日本語を話さないといけない，子

どもは現地語＋日本語の流暢なバイリンガル話者に

しないといけない，海外にいても学年相当の漢字は

覚えなければならない，そういう自分の外側に設定

された目指すべき「価値」ともいえないようなもの

をゴールに設定すること。そのような「思い込み」

から離れて，自分の内部に立ち返り，自分にとって

の「複言語育児」とは何か，とその本質に立ち返る

問いを親自らが自分自身に発した時，そこには新た

な「複言語育児」の実践が始まる。そしてそれを同じ

状況，同じ現場にいる当事者同士が集まって対話に

よって検証し合うことで，「他者」と共有し得る「価

値」が創出できる。子育てにも，言葉の教育にも，絶

対正しい「真理」などない。しかしなお，自分と他

者との間になんとかして共通了解を見出して，共通

了解可能性（苫野，2014）をめがけて対話を続けてい

こうと考える，その営みそのものが，つまり言葉に

よって人が育まれ，言葉によって人を育む，言語教

育そのものなのではないだろうか。

金泰明（2．2．3．）は，ヘーゲルの「相互承認」は，

自己中心性をもつ自他の「折り合い」，すなわち対立

する利害や意見の調整をはかるためだけのものでは

なく，人びとが「共に生きようとする欲望」を互い
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異なる価値観を持つ人々が共に生きる「開かれた共生社会」の原理　稲垣みどり，金泰明

に承認しあう関係のプロセスをとおして，やがて対

立・衝突が和解にいたることによって，新たに「共

に生きようとする意志」の関係が生まれる可能性が

あると述べる。

「複言語育児」を実践する親たちが，「善き人間」

の条件として，「『日本人』あるいは『アイルランド

人』，『日本語』や『英語』などの国籍や言語を超え，

世界の一員としてどう生きるかという，グローバル

な規模での市民性を形成すること」を挙げたことは

印象深い。親たちは「善き人間」の条件として，各人

の内部の倫理的な規範に基づいて「最高善」を理性

によって目指そうとするカント的な道徳を超えて，

「世界の中での自分」という他者との関係をより重

視している。ヘーゲルの「相互承認」の原理，自分と

他者の自己中心性から発した欲望を承認しつつ，そ

れでも共に生きようとする姿が，「日本人」あるいは

「アイルランド人」，「日本語」や「英語」などの国籍

や言語を超え，世界の一員としてどう生きるか」に

現れているように感じる。

4．3．共生社会における言語教育の原理

以上，「複言語育児」の本質として「民族や言語の

境界を超えた『市民』の育成」が本質観取としてあげ

られた。では，本稿の目指す「個人の自由と権利の

尊重と市民主義に基づく，文化的な多様性に開かれ

た共生社会の実現」のためには，どのような言語教

育の実践があり得るだろうか。金泰明（2．2．1．）は

「市民」を，公共的なもの，「みなにとって共通の事

柄」につねに関心を持ち，考え，判断し，責任を持っ

て行動する人間のことだと述べる。言語教育の実践

の現場において，そのような「市民」の育成を目標

に，さまざまな形で本質観取を実践することによっ

て，可能性は開かれると考える。日本語教育の現場

であっても，他の外国語教育の現場であっても，言

語教育の場はいつでも異なる言語文化的背景を有す

る多様な人々が，目標とする言語を使って思考し，

自らの思いや考えを伝えあう場である。例えば日本

語教育の例でいえば，教師があらかじめ持っている

「正しい知識」を学生に与えるのではなく，ある日本

語の意味了解をめぐって学生と教師が対等な立場で

本質観取を展開する，という実践の在り方もあるだ

ろう。たとえば日本語の「恋」という語彙について，

それを自分の母語の類似概念に置き換えて「知識」

として習得するのではなく，自分にとって「恋」とは

何かと徹底的に内省し，自分の言葉で言い表してみ

る。そしてその「恋」の定義は，自分だけでなく他の

人にとっても妥当性がある概念であるか，教室で議

論を繰り広げる。そうすることによって，言語文化

的な背景の違いを超えて，何が皆に共通な感情や価

値観であるかを見出すことが可能となる。そもそも

言葉を学ぶこととは，言葉を伝える相手を常に想定

した，そのような言葉の本質観取の営みであると考

えられる。また，本質観取によって，言葉によって

自分の気持ちや考えを伝え合う営みを超えて，言葉

によって自分の生きる世界の「ルール」を他者と協

働でよりよいものにしていくことが可能になる。そ

のような言語教育の実践こそが「共に生きる」社会

には必要であると考える。よって「自由の相互承認」

の態度に基づく，本質観取による共通了解の成立を

目指す言葉の教育こそが，「共生社会のための言語

教育」の原理として措定し得ると提言し，本稿を終

える。
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