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　1。序説
　（1）問題の背景

　わが国で英語教育がスタートして以来，訳読式教授法

はその中心的役割を果してきた。日本の文化的水準が低

く英米等の先進国より学ぶことが多かった時代では訳読

による教授もそれなりの意義があった。すなわち，先進

国の文化を文献を読んで学びとることが基本であり，ま

た，学生も興国の意気に燃え，新鮮な興味と旺盛な知識

欲で英語を学習していたであろうし，恐らく知能のすぐ

れた優秀な若者が英語を学んでいたために，プラスの相

乗効果もあり，訳読教授法も相応の任務を果したと思わ

れる。第2次世界大戦終了と同時にアメリカ軍が進駐し，

他の外国人も入って来て日本人も外国人と英語で会話す

る必要性が高くなった。この頃から，日本の学校英語教

育の非実用性が指摘され始めた。つまり，先進国から文

化を学べることと同時に外国人と英語でコミュニケート

できることの両面が求められるようになったのである。

　明治以来，主体的に行われてきた訳読式教授法はその

長所のみを残して改善するか撤廃するかの選択を迫られ

ていると思われる。しかし学校英語教育では相変わらず

訳読教授法は頻繁に行われている。（※訳読式教授法の長
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所として語彙の増強と英文読解力および文法知識の絶え

ざる復習の機会がもたらされることが挙げられると思う。

これらの長所を生かすために，テキストは2冊採用し他

の一冊はリスニング・速読教材を用いることが考えられ

る。）

　小池生夫編（1983）「大学英語教育に関する実態と将来

像の総合的研究（1）」によれば，大学教員987名中，67．7％

が訳読式教授法を採用している。これは担当教師の専門

分野ないしは，それまで受けてきた英語教育に起因して

いると思われる。どちらかといえば，前者（専門分野）

の方が強いであろう。すなわち，その教師自身が英文学

かアメリカ文学を専門としている場合，研究のため，で

きるだけ多くの作品を読まねばならないからである。

　他方，高校教員1415名中，64．5％，中学教員930名中，

26．5％が訳読式教授法で授業をしている。これらは教材

の難易度にもよるが，多くは受験に対応するために，こ

の教授法を採用していると思われる。従って，特に大学

および高校入学試験の改善が求められている。

　併せて，各教育段階（大学・高校・中学）において訳

読式教授法を改善するか，または，他の教授法との併用

を進めなければならない。

　このような状況において，今なお，頻繁に行われてい

る訳読式教授法の効果を明らかにする必要があると思う。

筆者らは訳読式教授法との比較対象として，実用英語力

において，中心的な役割を果しているリスニング・速読

を中心とする指導法を設定した。なお，効果測定に用い

たテストは速読一，リスニングー，基礎学力rクロー
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ズ・テストである。

　2．本研究「文学教材における訳読式教授法とリスニ

　　ング・速読型教授法め比較実験」に連なる先行研究

　　の概観

　Asher（1969）はリスニングが外国語を話す時，特に高

い積極的な転移性があり，また特定の言語の音韻体系と

正しいつづり方との間の適合性によってリーディングや

ライティングにも広範囲で高い転移性があると述べてい

る。

　また，Gary（1981）はリスニングの練習がカリキュラ

ムの中で必須の，あるいは中核的部分をなし，それ故，

積極的にリスニングを要求する一貫性のあるプログラム

が必要であると述べている。さらに，Fahmy（1979）は

読解力がリスニングを伴った場合，リスニングを伴わな

い場合と比べると有意に向上することを証明した。彼女

の研究は教師がリーディングの教授だけに関心を持って

いたとしてもリスニングを教えることによって，学生の

リーディングの力を伸ばせることを示している。

　第2章　研究の目的

　1．目　的

　大学英語教育において，訳読式教授法（ア）をリスニ

ング・速読型教授法（イ）と比較することにより，その

効果を明かにすることである。

　（ア）訳読式教授法

　　①段落ごとの指名朗読と訳

　　　　　　　　　　　　↓

　　②　教師による模範朗読と訳，以後①②の繰り返し。

　α）リスニング・速読型教授法

　　①　テープによるWords　and　Phrases学習（2回後

　　　　につけて読む）

　　　　　　　　　　　　↓

　　②ExercisesA．True－FalseQuestionsの意味の

　　　　確認

　　　　　　　　　　　　↓

　　③リスニングor速読によりTme－FalseQues一
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　　　　tionsに答えさせる。

　　④精読によりT．F．Questionsの答の確認（自己

　　　　採点）

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑤　教師によるTrue－False　Questionsの答の板書

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑥　Exercises　B（Synonyms＆Antonyms）の指名

　　　　板書

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑦教師によるExercisesBの答の採点

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑧ExercisesC（応用英作文）では1問につき3分

　　　　を与え，答を指名板書

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑨教師による板書されたExercisesCの採点

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑩教師の模範朗読と範訳

　　　　　　　　　　　　↓

　　⑪コーラス・リーディング（教師の範読の直後，学

　　　　生は後をつけて朗読する。）

　　　　　　　　　　　　　↓

　　⑫指名朗読

　　　　　　　　　　　　　↓

　　⑬難解文の意味確認

　統制群σりにおける授業

　訳読式教授法で授業を行った。またクラスを8つの班

に分けた。テキストは注が付けられたプリント教材を正

規のテキストに倣って11に分け，更にそれを3つのパラ

グラフに分け，合計33のセクションを設けた。そしてユ

セクションにつき班単位に2名を指名し，朗読と逐文訳

をさせた後，教師の範読と範訳を施した。各授業の最後

に，学習した部分についてテープを聞かせた。また学期

（前期）の中間に朗読テストを行った。

　更に学期（4月～7月）の最後には，正規のテキスト

のTrue－False　Questions　（1パラグラフにつき2問，
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1課につき，計6問，合計66問）すべてをプリントし，

速読と精読によって答えさせ，座席表順に指名し黒板に

答を書かせた。併せて全般の復習をさせた。

　なお，学期の冒頭に①課題：全文の訳をレポート用紙

に書いて最終授業までに提出する，を課した。（45名中32

名が提出）（10点／250点）②自由課題：英語について何

でも良いからやっ七くる。（45名中2名が提出）（10点／

250点）

　実験群（イ）における授業

　正規のテキスト（1）を用いて，第2章1に示す順序で授

業を行った。

　2．仮脱
　大学英語教育において，リスニング・速読型教授法は

訳読教授法に比べて学生の英語テストにおける得点を向

上させる。

第3章実験
1．実験の方法

（1）被験者

　ア．東海大学福岡短期大学

　　国際文化学科　　1年生　26名

　　情報処理学科　　1年生　24名

　イ．福岡大学

　　経済学部　　　　1年生　45名

　　　　　　　　　　（統制群）

　　　商学部　　　　　1年生　58名

　　　体育学部　　　　1年生　33名

　　　工学部　　　　　1年生　41名

　ウ．九州工業大学

　　　工学部　　　　　2年生　45名

　　　工学部二部　　　4年生　33名

　　　　　　　　　合計　305名

（2）教授法について

訳読式教授法で授業するクラス（統制群）は全8クラ

スの中からランダムに1クラスが選ばれた。

他の7クラスは自動的にリスニング・速読型教授法で授

業するクラス（実験群）となった。

　2．実験材料

国一①　Roald　Dahl著

　　Tales　of　the　Unexpected　by　Penguin　Books

　Ltd．（1979）より抜粋

　巨］一②　Lamb　to　the　Slaughter　and　Another　Story

　葦書房・福岡（1990）

　　井戸　修，早田武四郎，

　　横山　東，Huw　Tyler　編　注

　　Huw　Tyler，Carrie　Stockwell吹き込み

　回Roald　Dahl著

　　Tales　of　the　Unexpected　by　Penguin　Books

　Ltd．（1979）より（21回一①の題材，さらに（2粧②よ

　　り脚注，巻末注を抜粋し冊子にしたもの

　囹上記（2運］一②のテキストの付属テープ

　囚　カセット・テープレコーダー

　3．実験の手順

　（1）平成2年4月～7月　上記，3大学における前期

　授業期間において次のように実施された。

　　東海大学福岡短期大学，福岡大学の1部，九州工

　業大学は実験群としてリスニング・速読型教授法に

　　よって授業を行い，福岡大学の1クラスが統制群と

　　して訳読式教授法によって授業をした。なお，訳読

　　式教授法では（2）の囮の教材を使用し，他はすべての

　　クラス（実験群）では（2）の団のテキストを用いた。

　（2）訳読式教授法およびリスニング・速読型教授法の

　効果を検証する実験は，

　　a．東海大学福岡短期大学　b．福岡大学

　　c．九州工業大学において，英語臨時テスト（60分）

　　　として，次のように実施された。

　　ア．第1回平成2年4月28日（土）

　　　　第3校時（臨時テスト）（等質性の検定）

　　イ．第2回平成2年7月21日（土）

　　　　第3校時（臨時テスト）（有意性の検定）

　　ア．イ．の臨時英語テストの内容：
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　　　　i．速読一2）ii．リスニングー（3）iii．基礎学

　　　カー（4）iv．クローズ・テスト（5》　（すべて別教材

　　　より）

　　　　なお，上記テストの配点は4分野をそれぞれ

　　　25点（速読10問×2．5点，他の3分野はすべて25

　　　問×1点二25点）合計100点とした。

　4．実験結果

　実験の結果は次の表1，表2，表3に示す通りである。

　5．結果
　まとめると，実験群は第3群のリスニング・テスト，

第4，第5，第6，第7群のクローズ・テスト，第6群

の基礎学力テスト，合計6カ所で，統制群に比べて有意

に優れていた。

　他方，逆に統制群が有意に優れていたのは，第1群の

「総合」，第2，第4，第7群の速読テスト，合計4カ所

であった。この結果を次のように解釈した。後にも述べ

るが第1回テスト，第2回テストともに，速読テストに

時間を与えすぎたために，易しくなり妥当性を減じたの

ではないか。さらに第2回の速読問題が第1回より易し

かったので第1回と第2回の得点差がさらに開くことと

なった。したがって，「総合」が総合英語力を正確に表す

ものとならなかったかも知れない。実験群1の人数が少

ないこと。また実験群1は通常授業における課題の負担

があったこと。一方，クローズ・テストは一般に総合英

語力を表すと言われており，このテストで4カ所の実験

群が統制群に比べて有意に優れていた。人数も速読の場

合と比べて7倍強多い。

　総合英語力との相関が高いと言われているリスニン

グ・テストも第3群で有意に優れていた。

　この結果，「大学英語教育においてリスニング，速読型

教授法は訳読式教授法に比べて，学生の英語テストにお

ける得点を向上させる。」という仮説は検証されたと言え

る。

第4章　結果の考察およぴ今後の課題

1．結果の考察

（1）実験群が統制群に比べて優れていた要因として，

　次のようなことが考えられる。

　①テキストがリスニング，速読用に編集されてい

　　るために通常授業で，テスト4分野の中の速読，

　　リスニングについて，はるかに多い練習を積んで

　　いること。（但し，基礎学力，クローズ・テストに

　　ついては，両群がほぼ同程度の練習量だったと思

　　われる。）

　②実験実施者3人の中で早田ぱウォークマン’等

　　による耳の訓練を課題として課していたために，

　　さらに練習量が増えたこと等が考えられる。他の

　　課題については後でふれる。

（2）また，第2，4，7実験群の速読，第1実験群の

　「総合」で統制群が優れていた理由として，

　①速読テストに時間をやや多く与えたために速読

　　力を正確に測るものとならず，英語力が低い者や，

　　さして練習を積んでいない者も良い点を取ること

　　ができたのではないか。なお，信頼性係数は第1

　　回テストが0．87，第2回テストが0．82であった。

　　（この計算は，統制群と，さらに実験群から1ク

　　ラスを無作意に抽出し計2クラスで行った。なお，

　　用いた手法はキューダー・リチャードソン公式21

　　によるものであった。）

　②「総合」で統制群が優れていたのは速読テスト

　　の得点が影響したと考えられる。

　③統制群は8実験クラスで，英語学力が2番目に

　　高く訳読式教授法にも比較的ついてきたこと。授

　　業で2，F3回に1回はその日に訳読が終わった部

　　分についてテープを聞かせたこと，学期の中間で

　　朗読テスト2回，前期最終授業で内容確認と復習

　　のために，全True－FalseQuestionsをまとめて印

　　刷し，速読および精読により答えさせたこと，小

　　グループに分けたことによりプラスの交互作用が
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表1　第2回テストと第1回テストの得点差一

実
験
群

　テストの
　　　種類

調査の
項目

速
読

リ
ス
ニ
ン
グ

基
礎
学
力

ク
ロ
1
ズ

総
合

素点の
平均点

第2回
第1回

1

SD 4．07 2．36 3．67 4．51 5．04

57．92

56．42
M 2．71 0．89 一1．12 一1．46 1．48

N 26 26 26 26 26

SUM 70．5 23 一29 一38向 38．5

2

SD 3．54 3．50 3．25 4．13 5．65

47．58
45．16

M 1．85 1．86 一1．63 0．33 2．50

N 24 23 24 24 23

SUM 44．5 43 一39 8 57．5

3

SD 4．34 3．62 3．65 3．13 8．64

50．60
43．90

M 6．20 3．57 一〇．79 一2．81 5．55

N 31． 33 33 33 30

SUM 192．5 118 一10 一93 212

4

SD 4．87 2．96 3．41 5．99 9．11

61．58

55．49
M 1．95 0．95 一〇．66 1．70 4．01

N 41・ 41 41 41 41

SUM 80 39 一27 70 164

5

SD 4．28 5．67 5．17 4．87 8．87

55．15
51．28

M 4．77 0．61 一1．09 0．42 4．91

N 55 56 58 57 54

SUM 262．5 354 一63 24 265．5

6

SD 4．77 3．31 4．01 4．22 8．64

68．37

61．93
M 0．09 0．64 3．16 0．78 6．49

N 45 45 45 45 45

SUM 4 29 142 35 292

7

SD 4．39 3．62 3．84 4．26 6．28

57．42

52．39
M 1．94 0．73 0．88 1．61 5．03

N 33 33 33 33 33

SUM 64 24 29 53 166

統
制
群

SD 4．61 2．81 3．39 4．27 9．17

66．73
58．48

M 4．94 1．84 0．01 一1．33 6．53

N 42 45 45 45 40

SUM 207．5 83 3 一60 261

※SD
　M
　N

　SUM

標準偏差値
平　均　値
人　　　数
総　　　和

★テストの信頼性係数

　第1回テストr＝0．87
　第2回テストrニ0．82
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表2　素点の平均点

実験群 1 2 3 4 5 6 7 統制群

第1回テスト 57．92 47．58 50．60 61．58 55．15 68．37 57．42 66．73

第2回テスト 56．42 45．16 43．90 55．49 51．28 61．93 52．39 58．48

表3　統制群と実験群間のt検定結果

実 テスト項目 速 リ 基 ク 総

験
ス
ニ
ン

礎
学

口
1

群 大学・学科 読 グ 力 ズ ム
ロ

東海大学福岡短期大 一〇．02 一〇．03
一
，
1．29 一〇。12 一2．80

1 学・国際文化学科 n．S． n．S． n．S． 一n．S． 一S．

（26名） ＠＠

一2．79 0．08 一1．68 一1．08 一1．88

同・情報処理学科
2 一S． n．S． n．S． n．S． n．S．

（24名）

＠＠ ●　●

1．17 3．37 一1．01 一1．66 一〇．20

福岡大学・体育学部
3 n．S． S． n．S． n．S． n．S．

（33名）

＊＊

一2．84 一1．41 一〇．81 2．69 一1．22

同・工学部
4 一S． n．S． n．S． S． n．S．

（41名）

＠＠ ＊＊

一〇．25 一1．41 一1．31 1．88 一〇．85

同・商学部
5 n．S． n．S． n．S． S． n．S．

（56名）
＊

九州工業大学・工学 一1．51 一〇．39 5．63 2．89 一〇．01

6 部一部 n．S． n．S． S． S． n．S．

（45名） ＊＊ ＊＊

九州工業大学・工学 一2．94 一1．98 0．01 4．39 一〇．38

7 部二部 一S n．S． n．S． S． n．S．

（33名） ＠＠ ●　● ＊＊

統
制
群

福岡大学・経済学部

　　　　　（42名） 速
読

リ
ス
ニ
ン
グ

基
礎
学
力

ク
ロ
1
ズ

総
ム
ロ

＊＊　は1％水準で実験群有意　＠＠は1％水準で統制群有意

＊　は5％水準で実験群有意　一sは統制群有意

・・　は1％水準で有意差なし
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文学教材における訳読式教授法とリスニング・速読型教授法の比較実験

　　働いたかも知れないこと等が，典型的な訳読式教

　　授法を用いたクラスと異なる点ではないかと考え

　　られる。

（3）その他のこと，

　①授業時間について，

　　実験群6，7は100分，他は90分であった。これが

　　実験結果に影響した可能性はある。

　②　クラス・サイズについて，

　　実験群①②が26名，24名と小さいが，これが本実

　　験に有利に働いた徴候はない。

　③訳読＋True－Falseテスト＋リスニング・プラク

　　ティスについて，

　　　訳読式教授法もTrue－False　Questionsを加え

　　ると，リスニングや速読力の向上が図れる可能性

　　がある。

　④通常授業における課題の影響について，

　　筆者ら3人の中で，早田は前掲の課題の他に，学

　　生にとって時間と労力を要する複数の課題を課し

　　ている。他の2人（井戸，横山）は課題を課して

　　いない。なお，早田担当の実験群①，②，は日本

　　語論文執筆（4100字）（平成2年9月30日提出）が

　　同じく早田担当の実験群3より多く，相応の負担

　　になったと思われる。これらの課題の影響が実験

　　群1，2のテスト結果に現れたかもしれない。実

　　験群③には，さして影響はなかったように唐われ

　　る。早田担当の統制群は，テキスト全文の翻訳を

　　前期最終授業までにレポート用紙に書いて提出す

　　ること，および自由課題：英語について何でも良

　　いからやって来る，以外に教室外の課題を全く与

　　えられていない。

　⑤　テキストについて，

　　学生のテキストに対する反応は良好であった。そ

　　の理由として，長いストーリーを3分し，リスニ

　　ング，速読用に使えるようにしたこと，及び各課

　　に4種類，約20題の練習問題を付したこと等が考

　　えられる。

⑥　表1欄外の第2回テストと第1回テストの素点

　を見ると，得点の高いクラスが伸び具合いも高い

　傾向がある。それが2回のテスト得点差のt検定

　にも反映し，得点の高いクラスで有意差が多く出

　ている。

⑦テストの採点について，

　テスト問題はクローズ・テストの綴りを除いては

　すべて，客観テストである。クローズ・テストの

　綴りの採点は，「誰が見ても納得できる」ことを基

　準にした。どちらかと言えば，厳しい採点である。

注

（1〉正規のテキスト：統制群に渡した仮綴じしたプリン

　ト教材ではなく製本されたテキストのこと。本文なら

　びに練習問題は資料Aに示すような構成になっている。

（2）速読テストの出典：L．A．Hill　and　S，Kawabe，

　（a）Elementary　Comprehension　Topics；（b）Inter－

　mediate　Comprehension　Topics，Oxford　University

　Pressより各1問採った（小問：各5問，計10問）。

（3）リスニング・テストの出典：（a）英検3級ヒアリング

　予想問題，（b）英検2級ヒアリング予想問題，英語教育

　協会より各10問，他の5問は英検ヒアリング既出問題，

　英語教育協会，1989より採った。

（4）基礎学力テストの出典：英語教育協会編，英検3級

　実用英語問題集，1984，英語教育協会

（5）一1　クローズ・テストの出典：成田成寿他著，

　Revised　Unicom　English　Readers1文英堂，1978

（5）一2　クローズ・テストについて，

　クローズ・テストは標準クローズ・テスト（Taylor，

　1953）と変形クローズ・テストに2分される。標準ク

　ローズ・テストは英文中にN語ごとに空所を設け，受

　験者に文脈の中で前後関係を類推させ，適語を補填さ

　せる問題である。変形クローズ・テストはこれに何ら

　かの修正を加えたもので，つぎのようなものがある。

　①題材を会話で使われたものに限る会話クローズ・テ

　スト（conversational　cloze　test）（Hughes1981）②空
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文学教材における訳読式教授法とリスニング・速読型教授法の比較実験

所をN語ごとに設けず「重要語」のみを空所にするラ

ショナル・クローズ・テスト（rational　cloze　test）

（Bachman1985）③1語おきに空所を設け，空所の語

の前半分の綴りを示しておく（c－test）（Klein－braley

1985）④空所に入る語を多肢選択肢として提示する，多

肢選択式クローズ・テスト（multiple－choice　cloze

test）（Jonz1976），空所に入る語を纏めて提示する

マッチング・クローズ・テスト（matching　cloze　test）

である。本研究で用いたクローズ・テストはマッチン

グ・クローズ・テストである。

なお，誤選択肢は含んでいない
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SUMM：ARY

　　　　　An　experimental　Listening／Speed－Reading

method　for　teaching　English　was　contrasted　with　a

Translation　method，often　used　in　English　education

programs　in　Japanese　colleges．From　a　textbook　used

in　general　English　classes　a　literary　work　that

contained　Japanese　annotations　was　selected　for　the

Translation　teaching　method．The　same　text　was

edited　for　the　Listening／Speed－Reading　method　by

adding　questions　about　the　content，translation　exer－

cises，and　vocabulary　enhancing　exercises．

　　　　　Eight　class　groups　from3colleges　were　includ－

ed　in　the　study：7were　experimental　groups　in　the

Listening／Speed－Reading　method，and　l　was　the

control　group　in　the　Translation　method．Pre－and

post　tests　of　Reading　Speed，Listening　Skills，Basic

Reading　Skills，and　a　Cloze　Test　were　administered．

On　the　pretest　the8groups　obtained　approximately

equal　scores．The　control　group　obtained　higher　post

testscores　infourcomparisons：higherthangroup　l　on

the　Total　score，and　higher　than　Groups2，4，and70n

Reading　Speed　scores．

　　　　　Six　of　the　experimental　groups　obtained　higher

post　test　scores　than　the　control　group：Group30n　the

Listening　Skills　test，Group60n　the　Basic　Reading

Skills　test，and　Groups4，5，6，and70n　the　Cloze　test．

The　superiority　of　the　Listening／Speed－Reading

method　was　supported　in　these　comparisons．
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The　Science　of　Reading，Vol．37，No．1（1993）

シュタイガーの文学的解釈学における読者の役割と限界

　　　　　　　　　　　　国語教育へのいくつかの示唆　　＊

常磐大学短期大学部三宅光 ＿，6＊＊

　1．はじめに

　テキストというものは周知のごとく，それ自体で単独

に存在しているものではなく，テキストの出自を考慮に

入れれば，その著者の存在は不可欠な前提である。一方，

テキストの意義を吟味するとき，読者なくしては，テキ

スト本来の使命，つまり言葉による内容伝達の完遂は望

めないであろう。読者がテキストを読むことによっては

じめて，その最終目標に到達することができるのである。

この事実を知ることは，何も難しいことではない。私事

で恐縮であるが，外国語の授業や文学の演習が進められ

ている常日頃の講義風景に身を置けば，随所に見受けら

れる事態である。しかしながら，そうした教育現場を比

較的容易に思い浮かべられるとしても，テキストと著者，

読者の三者の関連について踏み込んだ理解にたどりつい

ていないことは，これまた少し私の経験に反省を加えれ

ば，判明するところである。西欧の解釈学の歴史を探る

と，その種の問潭には古くから解明の光をあてている。

現今活況を呈している文芸批評の動きにも，場当り的な

主義主張の流行と一概にわりきれない面があり，中世の

神学論争や伝統的な哲学思潮などを下地にして，その知

的営みが必然性をもって築き上げられている。それを目

の前にするとき，あらためて何事をも理論化してやまな

い旺盛な西欧の精神活動や学問的根の深さに驚きを禁じ

えない。

＊　Methodology　in　literary　hermeneutics　and　teaching　for

the　apPreciation　of　literature．

＊＊MIYAKE，Mitsukazu（Junior　College，Tokiwa　Univer－
sity）

　本稿で扱う解釈学（Hemeneutik）は，テキストー著

者一読者にまつわる広汎な問題提起と立言を行っている

が，同時に国語教育にも有益な示唆がそこに含まれてい

るのではなかろうか。あるいは，結果的には国語教育の

研究成果を追認する形をとるかもしれないが，いずれに

しても，以下においては，かたわらで教育現場に目を注

ぎながら，そして国語教育に資するという観点を視野に

収めながら，シュタイガーを中心とした解釈学の，読者

に関する見解を論述していきたい。

　2．シュタイガーと読者の立場

　ドイツ語圏において第二次世界大戦後，文芸学の方法

論として解釈学的方法が拾頭してきて，一躍脚光を浴び

た。それは六十年代半ばまでドイツにおける文学研究の

潮流を大きく方向づけた観がある。その主因は，ナチズ

ムの国家体制に歩調を合わせるかのように政治，社会現

象に依存してきた過去の学問的あり方への反動にあった。

事実，解釈学的方法では，政治理念や宗教上の信条，特

定の世界観，あるいは精神史的方法，心理学の教説など

に自らを委ねることを危険視し，厳に戒める。そしてひ

たすら作品それ自体の自律性への認知，とりわけその形

式面，言語面の分析に集約するというやり方を実践して

いる。いわゆる「作品内在的解釈」（die　werkimmanente

Interpretation）と呼ばれるものがそれである。だが，そ

れだけでなく，別の原因としては，無自覚的にせよ，読

書に際して結局，この方法論の主張する通りに読書行為

を営んでいると思われたことを指摘してよい。実際，文

学作品を読むというきわめて具体的な場面では，読者は
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社会環境や政治思想，精神史を検討したり，そうした「文

学外」の諸要素に特別結びつけたり，して読んでいるわけ

ではない。私たちは作品に面と向かって一語一語読み解

きながら理解に努めているのである。読者の自然な行為

を認める，という意味でそれはだれにも一応納得のいく

説明であり，時には耳ざわりのよい理論に感じられてく

るかもしれない。

　戦後の解釈学の理論的大立者を挙げると，E・シュタ

イガー（Staiger）とW・カイザー（Kayser）がその双壁

として指折れようが，特にシュタイガーのほうが読者の

存在意義を認めて，それを自己の理論に組み込んでいる。

私たちが読書をする場合，何らかの直接的な印象を獲得

するが，シュタイガーは，この印象の開示するものが，

文芸の研究対象に他ならないことを強調するのである。

　　「最初の感情がなければ，私は本文について，そも

　そも何一っ認識できないのであり，何が本質的であり，

　何が生々としており，何が因襲的なのか分からないか

　らだ。正確に理解したいと欲する者は，必ずやすでに

　灰かな理解をもっていたというのでなければならない。

　私が以上述べたのは，精神科学の方法論が『解釈学的

　循環』と呼んでいる事実である。この循環は欠陥では

　なく，われわれの研究にとってただ一つ開かれている

　認識の道なのである。」1）

　ガダマー（Gadamer）にあっても，同じ立場がうかが

われる。「琴線に触れる」という表現が人口に謄爽してい

るが，作品なり他者の意見なりが私たちを襲い，固執す

る既存の先入見に衝撃を与え，そのことによって私たち

は動揺をきたす。このような瞬間の「襲われる」（betref・

fen）事態に遭遇して，これまでの見方が一変してしまう

ことを，ガダマーは「経験」と呼んでいる。作品が経験

の場であるとすむば，そこには新たな動揺（印象）の生

まれる可能性が潜むのである。

　しかしながら，この「最初の感情」は基本的に重要な

ものであっても，きわめて漠然とした平均的な「感じ」

（Gef廿hl），それ故に「灰かな理解」を意味するにすぎ

ず，明確な概念化された段階に立ち至ってはいない。従っ

て，解釈の目標はそうした原体験に基づく印象を作品に

即して客観的認識に近づけ，その印象の正しさを論証し

ていくことにある。私たち読者の立場からみれば，それ

は私たちを捉える（ergreifen）ものあるいは襲うもの

を，しかるべき理論的手続きを経て，自覚的に把握する

（begreifen）ことと言い換えることができる。

　その際，問題となるのは「様式」（Sti1）である。シュ

タイガーは完成した歴とした作品であれば，そこには「様

式」が含まれるという。例えば詩作品の場合，一定のジャ

ンル，詩型などの外面的形式，リズムや韻律面，語いや

詩句などの言語的要素，また言語形象，文章構造，テー

マ，モチーフから成り立ち，小説であれば，作品内の出

来事，作中人物，象徴，ストーリーや筋の運びや組み立

て方，さらにパースペクティヴ，叙述形式といったたぐ

いの形式上の諸要素で出来上がっている。完成した作品

であれば必ずや，そのような多様性ないし複合性を貫き，

一つの独特の調和状態がそこに醸し出されているとする。

作品に固有なそのような世界がシュタイガーの称える

「様式」であり，作品を読む時に何らかの感じを得ると

いうのであれば，その作品特有の「様式」に触れている

筈である。「理解すること」（Verstehen）に先立って，ま

ず「触れること」（BerUhren）が成立するのである。

　また別の箇所でシュタイガーは，「ある一つの芸術的個

性，もしくはある一時代のさまざまな表現を一体化して

しまうその一つのもの」2）を用語で表現すると，同じく

「様式」になると説明している。このことからわかるよ

うに「様式」は一作家の独特の世界を表すものでもあれ

ば，一時期の包括的な特徴を記すものでもある。きわめ

て広く捉えていることに注意を払っておく必要がある。

　このように「自分の感情から出発する」3）ことを作品鑑

賞の前提に設けたことは，文芸学的解釈学の方法の際

立った特徴を示している。では，そうだとして，「様式」

に触れられない場合には，どうなるのか。そういう事例

も大いに考えられうる。作品自体に触れられないで，そ

のために最初の予感が心奥に涌いてこないとすれば，解

釈の手がかりを見失ったままに読書行為が中断もしくは
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終了してしまうのではないか。人によれば，このような

疑問を抱くだろう。間違いなく，その場合には，解釈の

実践は頓挫する。また最初の感じが誤っている時には，

適切さを欠くが故に，先の段階へと解釈の手続きを運ぶ

ことは許されないのではないか。こうした反論に対して

は，シュタイガーはこのように語る。すなわち，最初の

感じが適切でない場合には，解釈の歩みを始めても，や

’がて完壁な作品自体の側から異議が出て，読者の見解や

語句解釈がテキストとの間に矛盾をきたすことになる。

だから，それを避けるために，最初の感じが首尾一貫し

たものになるまで繰り返し作品を読み返す必要がある。

ことによったら，改めて最初の感じをつかみ直さなくて

はならないと。高度に洗練された壺のように，作品に自

己充足的な形成態を認めることは，アメリカで起こった

新批評（NewCriticism）と同じ考えに従っている。同様

に，テキストを綿密に検証すれば，読みの正誤の判断は，

作品そのものによっておのずから決定されるというよう

に，作品の絶対性を唱える点でも似かよった見解を示し

ている。このようなところが，両学派が一くくりに扱わ

れる所以である。

　3．シュタイガーの読者論の問題点

　ところで，問題はシュタイガーの所説に従えば，正当

な解釈を実践しようと試みる者はまず何よりも，優れた

鑑賞者の資質が要求されるのだが，だとすると，読みの

修練にたけた研究家と手慣れたごく一部の愛好者にのみ

作品世界が開かれるということになろう。シュタイガー

がたびたび口にするように，あるいは自らも実際に披歴

して見せるように，解釈作業の完了は，鮮やかな名人芸

的冴えを発揮する場合に限られるのであって，そのよう

な活動への関与は，月並みな読者には及ばないのである。

この点から判断すれば，シュタイガーの読み解く技術に

は，ロマン主義が高く賞賛した「天才」の概念の痕跡が

残っているようにも感じられる。その点，フーゴ・クー

ン（HugoKuhn）はシュタイガーとは反対に，鑑賞者の

適用範囲をより広くより徹底的に拡大する。彼は解釈の

第一段階として良きにつけ悪しきにつけ，とにかく何が

しかの感じを持てば，それだけですでに解釈の出発点に

立っていると主張して，次のように述べる。

　　「あなた方の最初の印象を粗末にしてはいけません。

　最初の印象はつねに何か正しいものをもっているので

　す。それは直接的な触れ合いなのですから。一言半句

　しか理解しなかったとしても，言葉同士の一定の結び

　つきについて，思想的な結合について何かしら感じた

　のであります。いまだ完全でないとしても，あなた方

　は詩人が感じたものを感じたのです。私共は学者とし

　て次のことをはっきりわかっていなくてはなりません。

　すなわち，詩人は私共のために書いたわけではない，

何かの感じを抱く人々のために書いたのだ，と。感得

　しない場合には，私共は詩人とは何の関係もないので

　あります。この最初の印象が多くの点で間違っている

　ことは，火を見るよりも明らかであります。それはよ

　り正確な一切のものが欠けておりますし，どうかする

　と，言葉の理解も欠けているのです。」4）（下線部の強

　調は論者による）

　テキストを前にする者は，知的訓練を受けていない場

合は，恣意的な読み方をしたり，言葉の理解が不十分で

あるかもしれない。それにもかかわらず，何らかの感懐

を抱けば，それはそれで彼にとって真実であり，すでに

それを厳密な概念に仕立て上げる解釈の発端にたどりつ

いている。この考え方はシュタイガーの立言をいわば逆

手にとって，詩人は学者にではなく読者につながりを

もっているとする。そこに印象の正誤，その優劣の差が

かりに生じてこようとも，作品印象について自然科学の

ように二者択一的決定，明確な一義性は求められえない。

従って，原体験という質的な面からは平等に扱われねば

ならない。ここにこそ，文芸鑑賞の教育，とくに低学年

の国語教育に必須の要件が満たされているのではないか。

少なくとも教師は自分の意見を一方的に押しつけるので

はなく，こうした自由裁量の幅を認める寛大な態度で学

童に接すべきであろう。そのことに関連して関口安義は，

傾聴に値する発言を行っている。

　　「文学作品を用いての読み方教育がそのまま文学教
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　育とはならない。いかに段落指導による読解を強化し，

文章を読みとらせようとしても，子どもの主体性抜き

　の学習では文学教育とはなりえない。子ども一人一人

　が作品を読むよろこびを知り，文学的表現を味わい楽

　しみ，虚構の真実性に気づくには，それぞれの経験や

　認識が尊ばれなければならない。」5）

　関口安義にとっての国語教育は，ことばの教育がまず

基本にすえられるべきであり，文学教育は，あくまでも

ことばにかかわる読み方教育の一環として位置づけられ

る。そしてここが重要であるが，この条件下において学

童の主体的読みを尊重するのである。その意味では文学

教育は国語科内に収まりきれず，むしろ音楽や美術，演

劇と並ぶ芸術教育の一種と見なすほうが得策であるとい

う。こうした思い切った考え方の転換が正当性を得てい

るとすれば，解釈学理論の印象批評的な提起は，まさに

感性に訴えかける点で共通点を見出していると言ってよ

いo

　成長の途上にある学生たちを教育というプロセスのな

かで理解する際に，教師にとって重要な鍵は，「年齢に特

有な独自な世界を理解すること」6），そのためには彼らの

言葉遣いや身ぶり，行動，動機などに感情移入して理解

することである。とすれば，この基本的指針は，国語教

育における作品鑑賞にも当てはまるものである。読後感

想を求めて，かりに表現力に乏しい学童がいたとしても，

そのことのために感想内容まで無意味の烙印を押すべき

ではない。自分の感動を言葉で表現できないからといっ

て，無下に鑑賞能力の高低を判断してはなるまい。心の

内に豊かで大きな感動を得ていても，表出できないだけ

の話であるかもしれないからである。その場合には教師

はむしろ彼らの感動や直感的な印象を認めた上で，それ

を巧みにひき出せるように積極的に手助けすべきなので

ある。明確な表現を獲得する学習を通して，学童は自ら

の理解を自覚化し，深めることが可能となる。フーゴ・

クーンの説く解釈学的方法の遂行は，大人の読者はもち

ろんのこと，低学年の学童にも有効性を発揮し，それだ

け適用の幅広さと普遍性をもっていることは注目してよ

いo

　シュタイガーの立場には，この条件において狭さが認

められるが，それとは別に，さらに大きな制約が課せら

れていると思われる。「様式」に適切に触れるという高度、

な態度なしには，解釈の成立が不可能であるとすれば，

どれほど優れた鑑賞者であろうとも，多種多様な作品群

に対して一律に高度な態度を取れるわけでもないであろ

う。全ての作家，作品にわたって理解を示すことはほと

んど不可能に近い。シュタイガーは理論家であると共に，．

卓越した解釈の実践家でもあるが，自ら認めるように彼

の主要な研究対象および分析範囲は，ゲーテ，シラーの

ドイツ古典主義者の作品，もしくはその前後の作家に限

定されている。この事実は，「感じる」ことのできない対

象には解釈をほどこせないという見解を身をもって裏づ

けた結果に他ならない。的確な理解が解釈者と著者との

精神的同質性の確保に依存すると説いたのは，ディルタ

イ（Dilthey）であるが，両者（解釈者と著者）の間に相

通じ合う気質や共通の基盤を認めたところに，シュタイ

ガーの内在的立場におけるひとつの限界が垣間見られる。

　　「私はドイツ文学，ギリシア文学に最も親災してい

　る者である。スペイン，ロシアの文学は原文では私に

　は全く手がつけられない。イギリスとイタリアの文学

　は私は愛好し，尊敬しているが，それの解釈者として

　語るだけのゆるがぬ自信を感じることができないのだ。

　ところでしかし，そういう弱点，限界を告白するのは，

　世界文学的拡がりへの断念を意味しないだろうか？た

　しかに全てについて，ただドイツ的パースペクティヴ

　において関心をひくにすぎないかもしれぬ可能性があ

　るのを，私は認める。けれども世界文学的妥当性の可

　能性の方もまた，はっきり確定していないように思わ

　れる。と言うのは，結局のところ類概念とは，言語の

　本質に繋ぎとめられたものであり，決してドイツ語だ

　けがそうなのではないとすれば，それはエルンスト・

　カッシラーがその『象徴形式の哲学』の中であげたの

　と同じ要求があげられたことになるからである。つま

　り自分は人間r般について意見を表明したのだ，とい
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　うのである。私はそういう普遍的な要求の疑わしさを

　自覚した者である。また私がせいぜいのところ語るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　とを許されるのは，つねに私の世界・私の宇宙，ある

　いは特定の集団，特定の伝統の宇宙であるのを，私は

知っているのである。私にとって事態はどうあらわれ

　るのかを言わねばならないとすれば，この後者の方を

　私はたしかに選ばねばならぬ。」7）

　上記引用のシュタイガーの見解によれば，彼はドイツ

的パースペクティヴでの関心，普遍的要求への懐疑，ゲー

テの提唱したような世界文学的概念の否定を率直に認め

ざるを得ない。確かに民間の口承文学は除くとしても，

いわゆる文学なるものは特定の言語や文化，思想，風習

に深く根ざす以上，各国間の文学にはきわめて大きな溝

が横たわっていると言わざるをえない。それはよほどの

努力を払わないと，乗り越えられない。英文学やイタリ

ア文学は愛読書ではあっても，「解釈者として語るだけの

ゆるがぬ自信を感じることができない」と語るシュタイ

ガーは，こうした事実を踏まえた限界意識を表明してい

るのである。「様式」といった高度な本質層を仮定すれ

ば，それはおいそれと誰にも捉えられるわけではないの

で，一応シュタイガーのこうした言にも一理あると言え

よう。しかし実際の読書経験に照らしてみると，フーゴ・

クーンの指摘するように，もっと自由に幅広いテキスト

を読んでいると考えるほうが真実に近い。つまり，日頃

読み手は自らの能力や気質，テキストとの隔絶感を気に

しないで，本を読んでいる。そして，反発心や面白さ，

感動など，さまざまな感想と反応が読み手の心に芽生え

ている。不可解さや拒否などのテキストに対する消極的

気分的な反応ですら，テキスト解釈の端緒になりうるの

である。この現実は大いに認めてよいのではなかろうか。

読み手は何もシュタイガーの主張するように理想的完壁

な読者である必要はない，と思われる。

　4．解釈学的循環

　最初に掲げた1）の引用箇所でシュタイガーは，「解釈

学的循環」（Der　hermeneutische　Zirkel）という言葉を

使っている。最初の印象がその場限りの断想に終わらな

いためには，解釈学的循環のうちでそれを生かしていく

以外に仕様がないが，考えてみれば，最初の印象を的確

に掌中に握っていくのが，解釈学的循環のプロセスに他

ならない。「解釈学的循環」という言葉は解釈学を特徴づ

ける主要な用語のひとつであり，私たちはその言葉です

ぐさまシュライエルマッハー（Schleiermacher）やディ

ルタイの提起する概念を脳裡に浮かべる筈である。とは

いえ，ここでのシュタイガーの意味するところは，彼ら

先達者のそれとはいささか異なっているようである。

　この用語はもともとギリシア古代の弁論術に由来する

規則であり，近代に至って理解の技術に転用されたもの

である。近代においてそれが初めて概念化されて出現す

るのは，アスト（Ast）の解釈学においてである。それを

受けてシュライエルマッハーは，解釈学の根本課題とし

て解釈学的循環の問題に取り組み，テキスト解釈の説明

の中でそれを巧みに生かしたのだった。すなわち，全体

という枠組みがなければ，個々の部分が規定できない。

それ故，部分の意義を規定したいと思えば，全体の意味

関連を予想しなくてはならない。他方，そのような優位

を占める全体も，個々の部分の意味規定をまってはじめ

て，本来的輪郭を得る。このように意味理解は，全体と

部分との間の相互循環運動によって遂行されるのだとす

る。従来の形式論理学に従って判断すれば，解釈学的循

環のこうした性格は一種のアポリアに陥らざるをえず，

堂々巡りの悪循環（circulusvitiosus）として排除される

べきだと主張することになるであろう。しかし認識能力

に制約を受けている人間にとって，より高次の理解へ向

かうためには，解釈学的循環の運動が有効であると共に

また不可欠なのである。それに解釈学的循環はもとの出

発点に戻るとしても，単なる立ち戻りではなく，螺旋状

の展開の果てに，より深められた高次の理解を保証する

地点への上昇を意味する。だからハイデガー（Heideg－

ger）は，循環を避けることには意味がないとみなして，

『存在と時間』の中で以下のように論じている。

　　「だが，この循環のうちに一つの悪を見て，それを

　避ける方途を捜し出そうとすること，いやそれを避け
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　られない欠陥とのみ感じること，ζれらのことは，理

　解を根底から誤解していることを意味する。（中略）決

　定的なことは，循環から脱けでることではなく，正し

　い仕方でそこへ入り込むことである。理解のこの循環

　は，ある恣意的な認識法が動めいている循環などでは

　なく，現存在自身の実存論的な先一構造の表現であ

　る。」8）

　循環構造のうちに根源的認識が伏在しており，「正しい

仕方でそこへ入り込むこと」は，私たちにそれが授けら

れるための強力な手立てとなる。上述の引用は何がしか，

1）の引用箇所におけるシュタイガーの発言との類似性

を感じさせるが，事実『詩人の想像力としての時間』の

中では，シュタイガーはハイデガーの前述の引用箇所と

同じ頁の文章をそっくり転載しながら，ハイデガーの考

えに倣っている9）。またシュタイガーの別の論文『解釈の

技術』でも同じ趣旨の見解が繰り返され，さらに注目す

べきは，この循環運動のうちへ正しく入っていく限り，

「最初の感情」は解釈学的循環の手始めになるという言

及を行っている点である10）。

　解釈学的循環の手続きは，シュタイガーの理論に限ら

ず，およそ解釈学の領域ではきわめて重要であるが，解

釈学の歴史を見ると，必ずしも尊重されてきたというわ

けではない。例えば，18世紀の啓蒙主義者クラデーニウ

ス（Chladenius）は叙述や認識の際の「視点」による制

約を顧慮していて，人間の認識能力の基本的な限界に対

する意識を十分に持ってはいた。彼の見方によると，同

一の事柄に対する場合でも，私たちはさまざまな視点か

ら見るのであるから，事柄についての表現は必ずしも事

柄と一致しない。あるいは事柄自体とその事柄を叙述す

る著者の表象との間にすら，明確な一線を引く必要があ

る。r視点」という発想は当時の光学に触発を受けて導入

したわけであるが，具体的には身体の位置状態とか，事

柄と自分との関わり方とか，思考法の違いなどを指して

いる。正しい解釈を導くためには，ひたすら事柄を目指

して認識することである，と彼は考える。そして著作全

体ではない個々の最小部分の理解を一つずつ積み重ねて

いけば，その果てに全体の正しさにたどりつけると素朴

に信じた。それ故，．またクラデーニウスは論理学の手法

を踏襲するだけで，解釈学的循環という原則の存在に気

づいていない。彼の理論は，人間認識の不完全さを知っ

ていたにもかかわらず，部分的理解による直線運動的な

プロセスで事足れりとする楽観論で貫かれていたのであ

る。著者の表象でもなく，テキストに表現された具体的

な意見でもなく，却ってそれらを通じて事柄そのものを

捉えようとするのが，クラデーニウスの解釈学の特徴で

ある。これに対し，シュライエルマッハーはテキスト内

における全体と部分の両極から同時に出発しながら，解

釈学的循環の中で著者における意味ないしは意図の再構

成を志向する。従って，ここから読者は「著者が自分自

身を理解していた以上に，よりよく理解すべきだ」とい

う過激な原則が要請されてくる。それと共に，読者固有

の立場が循環論法の中で正当な資格と地位を保証されず

に，視野の外側に放置されるのである。ただ読者は，原

則を守り，ひたすら著者の身に自分を移し入れる。読者

は著者との同質性を有する存在としてすくい取られ，い

わば著者の分身のように見なされるだけである。それ故，

ここでは読者は実質上消失してしまっている。精神科学

の方法論的な根拠を探るなかでディルタイが説く循環は，

まずテキストの全体と部分の間に成り立つ。だが，さら

にそれをこえ，個々の作品に対するその著者の精神状態

や個性的な在り方の関係の中で動き，また個々の作品と，

まとまった作品群やジャンルとの間にまで循環的進展が

図られる。1n

　シュタイガーの場合は，両解釈学者と異なり，自律的

なテキスト作品の意味と読者との間に循環の成立を認め

る。何といっても，読み手の漠然とした印象を循環の起

点に置き，その終点ではそれが明確な概念化への高まり

と化すからである。その間の移行過程が同時進行的に，

作品そのものの解明過程をも意味する。従って終極に至

れば，読み手と作品とは一体感に包まれる筈である。こ

こで循環の輪が閉じられ，ひとつの解釈の作業が完了す

ると言える。この側面でも彼は，循環という無限の操作
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によってテキストに漸近線的に近づくだけだとするシュ

ライエルマッハーやディルタイの影響の傘下にあるとい

うよりも，むしろハイデガーの見解に大きく触れ合う傾

向にある。1）での引用文中でシュタイガーが，作品に

対する読者の第一印象の獲得を解釈学的循環の過程と結

びつけているのは，偶然ではないのであって，ハイデガー

の考え方との共通性を語るものにほかならないであろう。

　ハイデガーは解釈の根本相を示して，「私たちは理解を

仕上げることを解釈と呼ぶ。（中略）解釈にあっては，理

解は別の何かとなるのではなく，理解それ自身になるの

である。」12）と語っている。つまり，循環の起点と終点が

同じだと強調しているわけだが，彼の循環論法の援用は，

存在への思索の一環である。「現存在」（Dasein）という

人間が事実的にあらかじめもっている「存在理解」を徹

底化すること，換言すると「先行理解」を手がかりにし

てこの「先行理解」を仕上げることが，ハイデガーの提

起する解釈学的現象学である。ついでに言えば，シュタ

イガーとハイデガーの決定的差異は，前者が他者の体験

に基づいて表現された陳述やテキストにあく「まで関わっ

ていこうとするのに対して，後者の場合では，解釈者が

「自己理解」を解釈するのであって，最も厳密な意味で

自己から出て自己に立ち返るのである。何故ならハイデ

ガーは，人間一般に開示された「先行理解」の構造を認

めるからである。その限りでは，「先行理解」はすでに全

体を先取りして直接捉えている，と見なすことも可能で

ある。ハイデガーの全体というのは，ある特定のテキス

ト全体の意味の次元に必ずしも限定されず，広く理解に

おいて企投される世界としての意味の地平であり，存在

者に出会うことを可能にする地平の開示性である。

　ハイデガーはこのように読書行為の問題に限定せず，

人間論や存在論という広汎な次元において循環論法を考

察している。すなわち彼の視野は，テキスト論の範囲を

優に越え，ある意味で逸脱している。にもかかわらず，

ここでハイデガーに言及せざるを得ないのは，彼がシュ

ライエルマッハーやディルタイなどの解釈学的循環に受

け継がれた伝統的な考え方に新しい息吹と展望を与えて

いるからであり，作品中心主義から一定の距離を保ち，

読み手の立場に一目を置くきっかけとなったからである。

解釈学者としてシュタイガーと同列におかれるW・カイ

ザーは，シュタイガーほど初動段階での読者の反応を重

視していない。例えば，以下のような論述に接するとき，

そのことは明らかである。

　　「文学的教養のある人は，文学作品をただ魅力ある

　ものとしてのみ体験するよりも，それをよく理解する

　のである。なぜなら，文学作品をただ魅力あるものと’

　して受け止めるかぎりにおいては，われわれはまだ完

　全に主観の領域に留まっているからである。つまり，

　その段階ではちょうどヴエルターと同じように，各人

　はまだ《自分のホメーロス》を読んでいるのである。

　他方，理解するとは作品そのものの内部へ分け入るこ

　とをいう。」13）

　読者をめぐるこの発言を先述のシュタイガーの見解と

・較べると，鮮やかな対照を示している。この違いは，既

述の通りシュタイガーにおけるハイデガーの循環論法へ

の共鳴によるところが大きいと考えられる。シュタイ

ガー以外にも，好例としてブルトマン（Bultmann）の名

を挙げることができる。彼にとってテキスト理解の中心

はいかに聖書を読むかという問題にある。テキストで扱

われている事柄を自分の事柄として「関心」（Interesse）

をもつこと，著者と一体感が得られるぐらいにテキスト

を真剣に取り扱うことが，理解の前提に設けられなくて

はならない。読者の側でのそうした心構えが維持されて

こそ，完全な形でのテキスト世界への自己没入，小説の

主人公の運命への内的参加や共感が可能となる。加えて，

このような自己同化の進行過程において新たな自己を発

見するに至るのだという。

　ブルトマンのこの「実存論的解釈」は，ハイテガーの

思想を抜きにして成立しえないものであったが，テキス

トに接する読者の姿勢の問題に一石を投じるものではあ

るまいか。翻って考えてみると，これは国語教育におい

ても大切である。信仰的態度云々はわきにおくとして，

まず作品に対して興味や「関心」を抱くように配慮する。
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それは否定的な評価につながるものでもよい。面白くな

いと感じれば，それは何故なのか，理由を掘り下げいく

心構えをもたせるべきである。このような種類の「関心」

のもち方はそれだけですでに解釈の作業に包含されてい

ると言って差し支えあるまい。一口で言って「動機づけ

る」ことは，作品を読み，理解させ，鑑賞のレヴェルま

で生徒を高めようとする教育では必須の要件であると思

われる。

　5．まとめと展望

　以上のように，解釈学にあって従来おろそかにされて

きた読み手の立場を基本とする方向がシュタイガーにお

いて見えてきた。もとより文学理論において読み手の「感

じ」とか「触れる」とかの現象を基礎にすえることは，

すこぶる曖昧な立言に見える。だが表面的にそう見える

だけで，実態は解釈学が，テキストー著者一読者の

三者関連における読者の重要性について論理的な背景を

提供してくれている。しかも，シュタイガーの考え方は，

テキストや著者の優位さに幻惑された解釈学の流れのな

かで切り開かれた革新的な一つの方向であることもわ

かった。

　翻って考えると，国語教育の原則にも読み手の主体性

に対する配慮を含めるべきである。とりわけ作品鑑賞を

目標とする場合には，教師の解釈を押しつけることは許

されない。文学作品の虚構世界には，何よりも生徒の慣

れ親しむ態度を必要とする。テキストの要旨を捉えるこ

とに留まらず，読み手の内部における感受性の豊かさ，

人格形成を促すものでなければならない。生きた会話の

ように，文字で固定されたテキストとじっくりと対話を

交わせれば，くみ尽くせない啓発を受けるのではなかろ

うか。

　主体的な読みの尊重といっても，むろん作品の意味の

制約下にあることを忘れてはならない。語学不足による

勝手な読み，明らかな誤読，不当な理解は作品鑑賞とは

いえない。これは，鑑賞に先立つ基本的な理解の問題で

ある。読み手は虚心に作品の声に耳を傾ける姿勢を保つ

べきであるが，顕著な例としては，外国語教育における

訳出作業がその要請に応えようとしている14）。こうした

基本的な理解の不十分さは，教師が適切な指導によって

是正しなくてはならない。生徒は低学年になればなるほ

ど，この基本的な理解を得るためのトレーニングと経験

量が不十分になりがちなので，それだけ教師の生徒に対

する指導は重要な意味をもつのである。主体的読みは読

者の読み方の向上と相たずさえて深まる。

　読書の弊害についてショウペンハウエル（Schopen－

hauer）は，自力で考える機会や習慣を奪ってしまうと警．

告を発して，

　　「読書は，他人にものを考えてもらうことである。

　本を読む我々は，他人の考えた過程を反復的にたどる

　にすぎない。習字の練習をする生徒が，先生の鉛筆書

　きの線をペンでたどるようなものである。だから読書

　の際には，ものを考える苦労はほとんどない。自分で

　思索する仕事をやめて読書に移る時，ほっとした気持

　ちになるのも，そのためである。」15）

と語る。また「紙に書かれた思想は一般に，砂に残った

歩行者のたどった道に見える。だが歩行者がその途上で

何を見たかを知るには，自分の目を用いなければならな

い。」16）とも語っている。彼の言は確かに納得のいく一片

の真実を指摘している。だが，そもそも作品鑑賞はこの

限りではないと考えるべきであろう。というのも，鑑賞

の場合はイメージを膨らませ，想像力と主体的読みを深

めるのであって，テキストの知識内容と論理を寸分たが

わず取り押さえることにあるのではないからである。そ

の意味では，ショウペンハウエルの憂慮するような前者

のテキスト読解は，束縛を受けた非個性的な読書に属し，

真偽判断を探求する非虚構的なテキストに係わるもので

ある。他方，後者の場合は自由で個性的な読書と呼んで

いいだろう。読書のこの区分は明確に捉えておきたい。

　近年，イーザー（Iser）を筆頭に読者論が浮上してきて

いるが，解釈学の理論を回顧するとき，その事態はごく

自然の成行きであることを思い知らされる。もっとも，

シュタイガーが作品を，読者とは離れて自立した静態的

構造物と見るのに対して，イーザーは作品構造自体に「不
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確定要素」や「空白」を認めて，その部分は読者の想像

力によって本質的に充当されるのだと考えている。それ

故，イーザーの場合は，テキストと読者との相互作用に

より読書の営みが生起するという機能主義的見解に立ち，

シュタイガーよりも強力に読者の立場を認めている。

従って，読者論といっても，イーザーとシュタイガーの

立場を一律に捉えることでは済まないのである。シュタ

イガーにおける読者の立場は，イーザーの理論とつき合

わせると，やはり「作品内在的解釈」の制約下に位置づ

けられ，作品の絶対的価値づけという観点からみれば，

読者の不在が作品の自律性をそこなうわけではない。ま

た芸術美といったような作品の属性も，作品と読者との

間の有機的な相互作用には求められず，作品に特有な「様

式」に帰着させられる。そこにおのづから一つの限界を

露呈していると言わざるを得ない。読者の確固たる定立

について考察を深めるためには，作品と読者の関係をさ

らに見極めて，例えばイーザーに多大な影響を及ぼした

現象学者のインガルデン（lngarden〉などに検討を加え

ていく必要があろう。そうすることによって主体的読み

の意味するところが一段と確定できると思われる。
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　　legung　vemtinftiger　Reden　und　Schriften，hg．〉on

　　Lutz　Geldsetzer，Dtisseldorf1969．

O　W．Kayser：LiterarischeWertungundlnterpreta－

　　tion，in：Peter　Gebhardt（Hg．），Wege　der　For一

　schmg．Bd．334．，Darmstadt1980．

O　Roman　Ingarden：Das　literarische　Kmstwerk，

　丁廿bingen1965．

O　W．Iser：DerAktdesLesens，M廿nchen1976．

SUMMARY

　　　　　The　methodology　in　traditional　hermeneutics

hasgiven　little　or　no　emphasis　to　thereader’s　interpre－

tation，focusing　instead　on　the　relation　of　the　text　to

the　author．Staiger’s　theory　of　literary　hermeneutics

（1945－55）is　a　major　representative　of　literary　her・

meneutics．In　addition　to　the　immanent　meaning　of　a

literary　work（麗漉加7nαn6n1），he　draws　our　atten－

tion　to　the　essential　role　of　the　reader　in　interpretation．

　　　　　According　to　Staiger’s　theory，the　starting－

and　ending－points　of　the　reader’s　impressions　in　read・

ing　the　literary　work　holds　a　priority　of　importance．

Although　the　reader　may　only　have　vague　feelings　or

insufficient　understanding，these　become　crucial　fac－

tors　in　proceeding　with　the　interpretation．To　the

extent　that　the　reader　can　objectively　comprehend　the

meaning　of　the　work　his　or　her　impressions　are　ana1－

yzed，and　given　explicit　expression　in　the　interpreta－

tion　procedures．

　　　　　Staiger’s　reader　is　presumed　to　be　an　intellec－

tual，　perfect　and　idealized　reader，　rather　than　an

average　or　naive　reader．Hence，as　Staiger　indicates，

not　every　reader　can　understand　or　interpret　a　literary

work　to　the　same　degree，or　in　the　same　manner．

Distinct　from　the　immanent　meaning　these　are　trans－

eunt　reader　effects．Unlike　Iser　（1976）　Staiger　does

not　insist　that　the　reader　and　text　are　inseparably

interwoven　in　the　textual　structure．Because　of　its

own　immanent　style　a　literary　work　has　unique　and

independent　meaning．Staiger　insists　that，without

touching　on　this　style　readers　are　not　qualified　nor

capable　of　justifying　their　feelings　or　impressions

while　reading．

　　　　　Although　interpretation　problems　evolve　from

these　two　approaches　to　hermeneutics　it　should　be

recognized　that　Staiger’s　method　is　not　only　con－

cemed　with　the　text　and　structure　of　the　literary　work

as　an　aesthetic　product，but　also　with　the　role　of　the

reader　and　the　reading　Process。　He　considered　the

process　of　interpretation　in　connection　to　the“Her－

meneutic　Circle”，and　was　influenced　in　this　respect

by　Heidegger’s　thoughts（1927）．By　postulating　from

Heidegger’s　meditation　Staiger　could　free　himself

from　the　narrowness　of　traditional　hermeneutics．

　　　　　Methodsfordeepeningthesubjectivereadingof

works　of　art　are　necessary　for　the　appreciation　of

literature．Application　of　Staiger’s　theory　of　literary

hermeneutics　provides　directions　for　teaching　lan－

guage　and　literature．For　example，to　the　extent　that

first－impressions　are　a　suitable　key　for　instruction，

the　teacher　should　respect　the　pupil’s　initial　feelings，

and　then　urge　them　to　extend　and　express　their　feel－

ings　in　the　context　of　their　own　experiences．
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The　Science　of　Reading，Vol．37．No．1（1993）

助詞ハの機能について

　　三上の見解を中心に ＊

筑波大学　吉　田　佐治子＊＊

問　題

　1．はじめに

　日本語の文法的手段において，助詞ハは，最も重要な

ものの1つである。

　ハに関する問題については，ふるくからさまざまな研．

究がなされている。その中で，ハは，単なる主格をあら

わすガとは異なり，文の題目，主題を提示する「提題の

助詞」であるということが，繰り返し述べられてきてい

る。

　ハが提題の機能をもつということについての指摘は，

Rodoriguez（1604－1608）にまでさかのぼることができる

といわれているが，現在の研究に大きな影響を及ぼした

ものの一つに，三上の一連の論考がある（三上，

1953，1960，1963，1972）。本稿は，三上（1960）の考えを

中心に，ハの機能を検討するものである。

　さて，ハの問題について考えるときに，ガとの対比に

おいて検討されることが少なくない。確かにハとガとは

よく似たふるまいをすることが多いが，ここでは，両者

を直接に比較はしないことにする。なぜなら，ガが主格

を表す「補充成分」（北原，1981）をつくるものであるの

に対し，ハは，題目をあらわすもので，格を超越してお

り，したがって，「補充＝統括関係」（北原，1981）の枠

にはおさまらないものであるためである。これまでのハ

串Thefunctions　oftheJapanese　particle“WA”一Fromthe
point　of　view　of　MIKAMI一

榊　YOSHIDA，Sachiko（University　of　Tsukuba）

とガとの比較研究では，ハ，ガがどのようなものをうけ

るか，あるいは，ハ，ガの前にくるものの解釈がどうな

るか，というようなことについて，多く議論されていた

ようである。つまり，

　　Xは，Y。

　　Xが，Y。

という文の，Xの部分について，主として考えられてい

たのである。しかし，一般に統括成分はYの部分にあら

われる。また，「Xは」に対しては，Yの部分がその解説

となる。ハの本来的な．役割は，このYの部分と深い関係

があり，そしてそれは，ガとは全く独立に論じられるべ

きものであろう。

　2．ハの働き

　三上（1960）は，日本語の構文について，それが「主

語」と「述部」との「主述関係」ではなく，「題目」と「述

部」との「題述関係」からなっていることを指摘してい

る。そして，題目を示すのが助詞ハであり，前節の「X

は，Y。」でいえば，「Xは」が題目，「Y。」が述部とな

る◎

　「Xは」という題目の提示は，ほぼ，「Xについていえ

ば」というような意味となるが，「Xについて」の部分

は，中味の予告である。「いえば」の部分は，話し手の態

度の宣言であり，これが，述部の言い切り（文末）と呼

応する。「Xは」には，このように二つの働きがあり，前

者を兼務といい，後者を本務という。すなわち，兼務と

は，中味への関与の仕方であり，本務とは，文末と呼応

して一文を完成させることである。
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　以上が三上の主張であるが，以下で，本務と兼務とに

ついての三上の説を，さらにくわしく述べることにする。

（1）兼務

　ハの兼務とは，格助詞ガ，ノ，二，ヲを「代行する」

ことである（注1）。

　ハによって代行されている助詞は，もとの文にはあら

われていないものである。それを顕在化させるための操

作を無題化という。例えば，

　　象は，鼻が長い。

　　父は，この本を買ってくれました。

　　旦杢は，温泉が多い。

　　この本は，父が買ってくれました。

　　きのうは，大風が吹いた。

　　かき料理は，広島が本場です。

という文から，それぞれハを消し，文の中味を書きあら

わすと，

　　塑鼻が長いkoto

　　璽この本を買ってくれたkoto

　　日本に温泉が多いkoto

　　父がこの本を買ってくれたkoto

　　登塑L大風が吹いたkoto

　　広島がかき料理の本場であるkoto

となり，このようなkotoをとり出すことが，文の無題化

である。逆に，これらのkotoから，ある語をとりたて，

題目として提示することを主題化という。その際，1つ

のkotoから主題化によってつくられる文は，1つとはか

ぎらない。無題化によって，ノ，ガ，二，ヲ，φ（時を表

す）という助詞が新しくあらわれるが，これらは，ハの

かげに潜在していたものと考える。ハが代行できる例と

しては，この他に，デがあげられている。

　図1に，三上自身の分類を，再録して示す。

（2）本務

　ハの本務とは，題述の呼応，すなわち，文末の言い切

りを求め，文末と呼応して一文を完成させることである。

　ハは，他の助詞について，例えば，「Xには」，「Xへ

は」，「Xからは」などの形を作ることがあるが，ハが，

代行

先行

　｛　　一．運用一ガ，ヲ，二

　　二．連体一ノ

　｛　　三．名詞の反復

　　四．状況や結果の提示

　　五．特殊語法P（未検討のもの）

図1　ハの機能（三上，1960）

身
§
ア

卑

ラ

イ
頓炉

ア
　1

図2　ハの本務と兼務（三上，1960）

本務と兼務との両方の役割を並行して果たすのは，「X

は」という形においてのみである。このとき，本務は文

末と大きく呼応する。それに対して兼務の方は，小さく
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途中まで，すなわち，代行している助詞相応の係り方を

する。つまり，文末までの本務と，途中までの兼務と，

ハの係り方は二重になっている。

　このことをよく示しているのが，図2である。囲みの

中が兼務を，外が本務を表わしている。

　，「Xは」には，「ピリオド越え」，「コンマ越え」という

現象もある。ピリオド越えとは，「Xは」が，ピリオドを

越えて，後続の文までおよんでいくような場合をいい，

また，「コンマ越え」とは，「Xは」が，本来の文末の主

要句に係っていくその「通りがけに」途中の動詞にも軽

く係ることがあることをいう。ピリオド越えも，コンマ

越えも，どちらもハの兼務は数回におよび，また，代行

する助詞も一つではない。

　3．ハをめぐる問題

　以下で，ハの本務と兼務とに関する諸見解を述べる。

（1）兼務をめぐる問題

　三上（1960）の，「ハは格助詞を代行する」というハの

兼務に関して，いくつかの議論がある。本項では，それ

らについてみていくことにする。

1〉ハは格助詞を代行しない

　ハは格助詞を代行しないとする立場がある。

　佐治（1973，1974）は，「Xは」によってあらわされる

主題そのものには，述語（部）との関係は含まれていず，

ハは，格助詞を代行したり，格助詞相当の機能を含んだ

りしてはいないと主張する。そして，主題と叙述との論

理的格関係は，主題と叙述部全体の関わりの中で決定さ

れ，理解されるのであると述べる。

　また，石神（1989）は，格関係をあらわす格助詞と，

主題を提示し，その主題と解説とで構文関係を構成する

ハとは，次元が異なるものであるが，「代行」とは，同次

元的発想であると述べる。さらに，「三上の考えは，構文

上の事態の論理関係を『ハ』の文の現象に仮託して述べ

ようとしたものに過ぎない。」（p．331）と述べる。同様の

考えは，青木（1988）にもみられる。

　しかし，三上は，ハと格助詞との機能の違いを認識し，

両者を区別している。そしてその上で，「中味への関与の

仕方」，あるいは，文の内容を表わすものとして，代行と

いう概念を用いている（注2）。

　佐治のいう，主題と叙述部全体との関係から両者の論

理的関係が決定されるという主張も，何ら，三上と矛盾

することはないであろう。三上の無題化という操作も，

「Xは，Y。」という文の，「X」と「Y」との関係を考

えなければ不可能と思われるからである。

　また，「主題化」をどう考えるかという問題がある。こ

れについての記述はないが，代行を認めない立場では，

当然kotoを認めないであろうから，三上のような主題化

の方法は不可能である。これらの立場では，ハははじめ

からハであって，“あるものをとりたてる前”というもの

は存在しないことになる。

　三上の考えを基本的に認めている研究は多い。（例え

ば，寺村，1973，柴谷，1978，北原，1981，野田，1982，1987

など）。これらについては後述することとして，ここで

は，「ハは格助詞を代行する」見解を援護する，全く異なっ

た観点からの考察を示す。川端（1959）は，いわゆる連

用格を整理・分類するために，いくつかの操作的な手続

きを試みているが，その中の1つとして，「係助詞『は』

の含みうる格の種類」をあげている。川端によれば，ガ

は可能，ヲ，二は可能の範囲を広くとれば可能，となる。

もちろん，ここでは「代行」ということばは使われては

いないが，ハが格助詞を含みうるということは，明らか

にされている。

2）ハはノを代行しない

　北原（1981）は，「ハはノを代行しない」と主張する。

その根拠として，ハが代行するガ，二，ヲなどは，いず

れも連用格助詞であるのに対し，ノは連体助詞であるこ

と（注3），さらに，ハには連体の職能がないこと，した

がって，ハがノを代行するとした場合，ハの「中味への

関与の仕方」が，連体から連用へと転換してしまうこと，

そして，このことは，日本語の構文論において，きわめ

て重大な問題であるということをあげている。では，三

上がノの代行であると考えている文，例えば，

　　象は，鼻が長い。
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　かき料理は，広島が本場です。

はどうなるかといえば，ノの代行とはみないで，

　象が鼻が長いkoto

　　かき料理で広島が本場であるkoto

となり，それぞれガ，デの代行とみる。ノの代行がうま

くいくようにみえるのは，もともとノが，格表示とは無

関係な，超論理的な連体関係を表示する助詞であるため

であると述べている。

　一方，寺村（1973），野田（1982，1987），柴谷（1978）

では，ハがノを代行することを認めている。

　野田（1982，1987）は，「～は～が…」構文の分類をお

こなっている。野田（1982）は，ノを代行しているもの

について，三上（1960）では特に区別されていなかった

「象は鼻が長い」型の文と，「カキ料理は広島が本場だ」

型の文とを区別し，後者についてくわしく論じている。

しかし，いずれにしても，ハがノを代行するということ

を，無条件に認めている。

　柴谷（1978）は，ハがノを含むことは認めているが，

これを「代行」とはみず，「先行」とみる。くわしくは，

後述する。

　さて，ハがノを代行する（あるいは含む）ということ

に対して，是・非双方の説があることをみたところで，

もう一度，この問題について考えてみる。

　日本語の構文論，すなわち，いろいろな成分の係りう

けという観点からこの問題をみたとき，北原のいうよう

に，ある成分が連体であるか，連用であるかということ

は，確かに重要である。その意味では，北原の指摘はもっ

ともである。しかし，山口（1977）もいうように，この

北原の観点は，三上が問題としているところとは別のも

のである。1）でも述べたが，三上の代行，あるいは，

兼務の概念とは，文の中味，論理的な関係のことであり，

いわば，“世界で何が起こったか”をあらわすものであ

る。したがって，北原の批判は，代行のとらえ方が三上

のとらえ方とは異なることから起こったものであろう。

3）その他の問題と「主題化」

　ハの兼務に関する，他の問題について述べる。ほとん

どが，「主題化」の問題と関係する。

　北原（1984）では，三上（1972）のφ（時を表す）は格

ではなくて時の修飾成分であり，時格は，三上が位格と

した二であらわす。例えば，三上が時の格とみた「三日

前」は，北原では修飾成分，三上が位格とみた「三日前

に」は，北原では時の格となる。そこで，北原にしたが

えば，三上（1960）では，ハが代行するのは格助詞であ

るということから，「昨日は」という形が扱えなくなる

（「昨日に」という言い方はない）。

　ハが代行できないならば，三上では，原則として主題

になり得ない。しかし，現実には修飾成分もハに承接す

ることが可能のようである。補充成分以外に接続するハ

についても，考察が必要であろう。

　柴谷（1978）は，生成文法の立場から，三上の理論を

補強・改良している。図3に示した，ハの兼務に関する

三上の分類は，柴谷によって図3のように改められた。

三上と柴谷との最大の相違は，ノの扱いである。柴谷で

は，ノは代行ではなく，「先行」となっている。柴谷によ

れば，代行と先行とでは，その深層構造が異なる。代行

の題目文は，単文が題目化をうけ，文節の移動によって

派生する。これは，三上とほぼ同じ発想と考えてよかろ

う。それに対して，先行の題目文は，深層構造からすで

代行一「が」，「を」，「に」，「から」　　　　副詞節も含む

　　　（題目化規則により文中の文節的要素を取り立てる。）

　　　　　　　　　　　一．「包摂」，「全体一部分」の制約を受

先行一「題目一述部」の　　　　　　　ける。（三上の二，三）

　　深層構造より　　　二．文脈，世間的知識により「題目一述部」

　　派生　　　　　　　　　　が関係づけられる。（三上の四，五）

　　　　　　　図3　ハの機能（柴谷，1978）
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に「題目一述部」があり，それから派生する。これに関

しては，野田（1987）にも，同様の記述がみられる。

　2）で問題にしたノについてみれば，その基底となっ

ている構造は異なってはいるが，ハがノを含むという点

では，両者は一致しているとみてよいだろう。

　久野（1973）においても，深層構造の段階から主題が

存在しているという分析がある。これは，図1の，三上

の三に分類されるような文，すなわち，

　　魚は鯛がいい。

のような，対応する無主題文のないものについての考察

からはじまっている点は，柴谷と同様であるが，さらに，

柴谷の代行の題目文まで，深層構造から主題が存在して

いることを主張する。柴谷では，深層構造における制約，

すなわち，題目と述部文にある名詞句とが，「包摂」，あ

るいは「全体一部分」でなければならないということか

ら，この考え方を却下している。この柴谷のような，い

わば意味的な関係からの制約については，野田（1987）

にもみられる。

　さて，久野の立場を認めれば，ハが格助詞を代行する

とはいえなくなる。すべて，柴谷のいう先行という概念

で，統一的に説明できる。柴谷の立場では，ハの兼務に，

深層構造の異なる，先行と代行という2つを考えなけれ

ばならない。そして，統一的な説明をしない根拠として，

意味的なものをあげている。しかし，表面的に同じ構造

である文に，深層構造を与える前に，意味制約と照合す

るというのは問題であろう。最後に野田であるが，野田

は，すべての題目文を，同じような基底から，同じよう

な操作をすることによってつくりだせることを主張する。

ここで，意味制約は，操作の後，あるいは操作と同時に

働くと考えられているようである。ハの兼務，特に主題

化と無題化ということについて考える際には，野田の説

明が適当であるように思われる。

（2）本務をめぐる問題

　ハの本務は，文末と呼応して，文を完成させることで

ある。この働きについては，表現の違いはあるものの，

多くの論考において認められている。そのいくつかを以

下に示す。

　佐治（1973，1974，1975）は，ハが，それによって示

された部分を強調すると同時に，その部分を特に強く述

語（部）に結びつける働きをもつと述べている。さらに，

「主題」を，「構文上，それについて解説・説明されるべ

き題目として提示された成分。叙述と対立し，統一され

て，題述部をつくる」（佐治，1973，p112）と定義している

が，ここでも，ハと述部との強い結びつきについて触れ

られている。さらに，以上のような述部との強い結びつ

きは，ハが論理的格関係をあらわさず，その流れを断つ

方向に働くことによっておこると考えている。

　この，ハが文を2つに分け，その結果として，述部と

強く結びつくという考えは，尾上（1981），青木（1988）

などにもみられる。尾上はこれを「二分結合」とよんで

いるが，まさに三上のいう本務と対応している。

　ハで示された主題と，述部（解説）との強い結びつき，

それがハの働きであるということについて，いくつかの

研究をみてきた。さて，これらの研究で，「述部」とはど

こをさすのであろうか。

　三上は，ハの本務は文末と呼応することと考え，これ

を次のように示している。

　　（有題文）雨は，降る。　ame　WA，hurU．

　　（無題文）雨が降る。　　ame　ga　hurU．

大文字が，本務が受けもつ要素である。このことから，

終助詞は，当然ハと呼応する。これは，図1からも明ら

かである。

　しかし，北原（1984）では，終助詞を述語の中に含め

ない。北原においては，述語という術語を，主題につい

て述べる成分という意味で用いることを提唱している。

そして，その述語の中には，統括成分とは異なり，推量

の助動詞などの，叙述内容に対する述定一般の表現まで

含めて考えている。ここまでは，三上の考えとほぼ同じ

である。しかし，北原は，終助詞による表現部分（聞き

手へのもちかけ）は，述語の範囲外であるとする。

　この違いは，以下のような違いから生じるものと考え

られる。
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　北原のいう述語は，あくまで，主題について何かを述

べるもののことであるが，終助詞があらわすものは，主

題についての解説の中にははいらない。なぜならば，終

助詞とは，話し手の，聞き手へのもちかけをあらわすも

のであるからである。そこで，終助詞は，題述関係の次

元を越えていると考えられる。

　一方，三上の，ハの本務としての題述の呼応とは，文

末の言い切りを求めるというものであった。すなわち，

文を文として完成させるということが，ハの本務なので

ある。例えば，

　　象は鼻が長いなあ！

という文において，ハが，北原のいう述部まで，’すなわ

ち終助詞の前までしか係らないとすれば，これは，文と

して完成されない。さらに，終助詞「なあ」を加えるた

めのなんらかの働きが必要となる。ハの本務を認めるな

らば，ハは，終助詞にまで係るとしなければならない。

　さきに，ハの働きとして，二分結合により，題目と解

説とを強く結びつけるということを認める研究について

述べた。確かに，これはハの重要な機能であり，本務と

通ずるものである。しかし，いまみたように，それだけ

では十分ではない。ハの本務というときには，文末に係

り，その一文を完成させるという点を忘れてはならない。

　以上で検討したことをまとめれば，ハの機能として，

いくつか問題を含む点はあるものの，本務，いいかえれ

ば，形の上での「題述の呼応」と，兼務，いいかえれば，

意味的な側面としての「格助詞の代行」という，2つを

認めることができよう。

　4．目　的

　本稿では，前節でみたようなハの二つの機能を，実際

の読み手は認めているのか，認めているとすれば，どの

ように理解しているのかについて検討する。つまり，実

際の言語使用者の立場から，三上の見解を再考すること

が，本稿の目的である。そのため，2つの実験をおこな

う。

実験1　ハの本務の確認

　1．目　的

　本実験の目的は，題述の呼応と呼ばれるような現象が，

実際に存在し，かつ，機能していることを確認すること

である。そのために，文章を読むときに読み手が持つ期

待（予測）を分析することにする。ハではじまる文に対

する読み手の期待はどうなるか，このことについて，主

に，文末表現を検討し，そこにあらわれる読み手の期待

から，題述の呼応について考察する。

　2．方　法

　寺村（1987）を改変した方法を用いた。

（1）被験者　　大学生21名

（2）材料　　林・林・森岡（1977）所収の，芥川龍之介

「槍ヶ嶽紀行」，梶井基次郎「交尾」（その二），夏目漱石

「門」，志賀直哉「焚火」から，「～は」ではじまる長め

の文をそれぞれ1文ずつ取り出し，それをいくつかに区

切ったものを材料とした。材料としてこれらを用いたの

は，いわゆる名文集に掲載されていたことから，日本語

のよい文例と考えられるからである。区切る際の基準は，

①連体修飾語（句）は，被修飾語（句）と同じまとまり

とする，②格助詞ガ，ヲは，そこで切る，③動詞などの

いわゆる～テ形，接続助詞は，そこで切る，④副詞は，

独立させない，であった。なお，原文の旧仮名遣いは現

代仮名遣いに改め，ルビは，必要と思われるものだけを

残した。

　材料として用いた4文とその区切り方を，付録1に示

す。

（3）手続き　　1頁ごとに，文頭からある区切りまでが

書かれている冊子を作成した。冊子の次の頁では，同じ

材料の，文頭から次の区切りまでが呈示された。例えば，

「槍ヶ嶽紀行」からのものについていえば，1頁めには

「私は」まで，2頁目には「私は物珍しい目を挙げて」

までが，呈示されている。

　被験者には，呈示されている部分の後にことばを続け

て，それを一文として完成させるように教示した。同じ
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1　［名詞、］ハ→［述語］（74）

　　（98例）　　　［述語1］＋［述語2］（13）

　　　　　　　［述語1］＋［述語、］＋［述語3］（5）

　　　　　　　［述語1］＋［接］＋［述語2］（2）

　　　　　　　［述語1］＋［接］＋［名詞2］＋［述語2］（3）

　　　　　　　［名詞1］ガ＋［述語1］＋［述語、］＋［述語3］＋［述語、］（1）

2　［名詞1］ハ＋［名詞、］ガ

　　（76例）→［述語］（4）

　　　　　　　　［述語1（体）］ヲ＋［述語2］（60）

　　　　　　　　［述語、（体）］ヲ＋［述語2（体）］ヲ＋［述語3］（8）

　　　　　　　　［述語1（体）］ヲ＋［述語、］＋［接］＋［述語、］（3）

　　　　　　　　［名詞1］ガ＋［述語、（体）］ヲ＋［述語2］ヲ＋［述語，］（1）

3　［名詞1］ハ＋［名詞2］ガ＋［述語1］

　　（39例）→［述語2］（27）

　　　　　　　　［述語2（体）］ヲ＋［述語3］（8）

　　　　　　　　［述語、（体）］ヲ＋［述語3（体）］ヲ＋［述語、］（2）

　　　　　　　　［述語、］＋［接］＋［述語3］（1）

　　　　　　　　［名詞，］ガ＋［述語、（体〉］ヲ＋［述語3（体〉］ヲ

　　　　　　　　　＋［述語4］（1）

4　［名詞1］ハ＋［名詞2］ガ＋［述語1］＋［名詞3］ガ

　　（9例）　→［述語2（体）］ヲ＋［述語、］（3）

　　　　　　　　［述語、（体）］ヲ＋［述語3（体）］ヲ＋［述語、］（6）

5　［名詞1］ハ＋［名詞、］ガ＋［述語1］＋［名詞3］ガ＋［述語2（体）］ヲ

　　（9例　　→［述語，（体）］ヲ＋［述語、］（7）

　　　　　　　　［述語3（体）］ヲ＋［述語、（体）］ヲ＋［述語5］（1）

　　　　　　　　［述語3（体）］ヲ＋［述語、］＋［述語5］（1）

6　［名詞1］ハ＋［名詞、］ガ＋［述語1］＋［名詞3］ガ＋［述語2（体）］ヲ

　　＋［述語，（体）］ヲ

　　（9例）　→［述語、］（8）

　　　　　　　　［述語4（体）］ヲ＋［述語5］（1）

7　［名詞1］ハ＋［述語1］＋［接］

　　（35例〉→［述語2］（24）

　　　　　　　　［述語2］＋［述語、］（8）

　　　　　　　　［名詞2］＋［述語2］（1）

　　　　　　　　［名詞、］ガ＋［述語、（体）］ヲ＋［接］＋［名詞、］ハ

　　　　　　　　　＋［述語3］（1）

図3　刺激の名詞・述語の数による反応

材料について，複数回の反応を求めることになるが，頁

ごとに，全く別の文をつくっても，先の頁と同じ文をつ

くってもよいこととした。なお，1人の被験者には，4

種類のうちの2種類の文をわりあてたが，同じ語ではじ

まる「槍ヶ嶽紀行」と「交尾」（その二）からのものは，

同一一被験者には用いないようにした（注4）。

実験は一斉に行なわれた。所要時間は約15分であっ

た。

3．結果

　調査用紙に呈示されている刺激と，それに対する被調

査者の反応とを，①ハ助詞句とガ助詞句との数で分類す

る，②述部の数で分類する，③「述部」には，連体形も
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含める，④副詞（句）は，考慮しない，⑤副詞（句）に

は，動詞などの～テ形を含める，⑥ただし，～テ形は，

その後に読点が続く場合には，1つの述部とする，⑦反

応で，複数の文が書かれているものは，はじめの文，す

なわち，刺激に続いている文のみを分析の対象とする，

という基準で分類した。

　結果を図3に示す。なお，図中の「体」は連体形を，

「用」は連用形を，「接」は接続助詞をあらわしている。

　4．考察
　結果からまずいえることは，読み手は，1つの名詞に

対して，1つ以上の述語（部）を求めているということ

である。このことは，若干の例外を除いて（例外につい

ては，後述する），刺激中の名詞（句）の数と，刺激と反

応とを合わせた述語（部）の数とを比べてみると，同数

であるか，あるいは，述語（部）の数のほうが多いとい

うことからいえよう。これはつまり，ある1つの名詞（句）

について1つ以上のことを述べようとしているものと考

えられる。そして，このことは，題述の呼応そのもので

はないとしても，その1つの傍証となり得よう。特に，

述語（部）の数のほうが多い場合には，ハのもつコンマ

越え，ピリオド越えという働きをも示唆していると考え

られる。

　さて，ここで前述した「例外」について考えてみたい。

この例外というのは，表3の刺激の2，すなわち，「［名

詞、］は＋［名詞2］が」という刺激に対しての反応のうー

ちにあらわれたもので，述部が1つだけのものである。

この反応は，この刺激に対する総反応数76例のうち，

4例である。この4例に共通していることは，「［名詞2］

が」という部分を，いわゆる時枝の「対象語」として解

釈しているということである。具体例をあげれば，「Kさ

んは…お父さんが」に対して，「大好きでした」というも

のがある。

　また，この刺激に対する述部が2つ以上ある反応のう

ちにも，［述部1］が，「［名詞2］が」を対象語としてみ

ていると考えられるようなものであることもあった。例

えば，「Kさんは…お父さんが」に対して，「好きだった

と話してくれました」というものがある。しかし，「対象

語」（あるいは，久野（1973）の「目的格」）という概念

については，いまだ議論されているものであり，問題も

多いことから，本研究では，表面的な形態のみに着目す

ることとしたのである。

　さて，「～は～が…だ」という形の構文については，野

田（1982，1987）にくわしい考察がある。その中で，「～は」

と「～が」との「～」の部分（本実験では，［名詞1］と

［名詞2］）の関係についての言及があるが，それは，「部　，

分一全体」，あるいは，「包摂」の関係であるとされてい

る。しかるに，本実験の材料文における［名詞1］と［名

詞2］との間には，そのような関係はない。そして，その

ような刺激に対する反応，すなわち，「［名詞1］は＋［名

詞2］が」の後に続く文として読み手が期待しているもの

は，普通，埋め込み文であるということになる。その典

型例としては，「私は…猿が…」に対しての，「動きまわっ

ているのを，見た」という反応をあげることができよう。

　名詞（句）が2つあるのに対し，述語（部）が1つし

かないというような構文は，野田が示すように，実際に

は多くある。本実験の場合は，先にみたように，名詞（句）

同士の意味的な関係という制約から，野田に収集されて

いるような構文はあらわれにくい。しかし，　「［名詞2］

が」を対象語とみるような構文には，そのような制約は

ないのであるから，そのような構文が反応としてあらわ

れてもおかしくはない。ところが，実際の実験結果とし

ては，ほんの数例しかあらわれなかった。これは，1つ

の名詞（句）については，1つ（以上）のことを述べて

いるだろうという期待を読み手がもっているためであろ

う。特に，名詞（句）に助詞ハがついた助詞句の場合，

それが文末の言い切りと対応するものと思われる。なぜ

ならば，埋め込み文の，ガ助詞句と対応すると思われる

述語（部）は，連体形となって新たな体言に接続したり，

「～と」という引用形になるなどして，次の述語（部），

すなわち，ハ助詞句に対応するものへと続いていくから

である。逆に，ハ助詞句が文末と対応していないとする

ならば，「［名詞1］は＋［名詞、］が」に対する反応とし
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て述語（部）1つというものが，もっと多くあらわれて

もよいはずである。

　以上の議論から，読み手は，「～は」に対して，言い切

りの形があらわれることを予測・期待しているというこ

とができよう。そして，このことは，ハの本務としての

題述の呼応ということの1つの傍証となろう。さらに，

1つの名詞（句）に対して，1つ以上の述語（部）とい

うことから，コンマ越え，ピリオド越えについても示さ

れたといえよう。

実験II　ハの兼務の確認

　1。目　的

　本実験の目的は，ハが格助詞を代行しているというこ

とを確認することである。あわせて，どの格助詞が代行

されていると読み手に考えられているのか，特に問題を

含むといわれているノについても，検討する。

　「代行」については，いくつか議論があり，代行を認

めない立場や，代行ではなく「先行」であるとする立場

があることもみてきたが，ここでは，ハの兼務，すなわ

ち「中身への関与の仕方」という意味的な側面を表すも

のとして，代行という言葉を用いることにする。

　2．方　法

（1）被験者　　大学生21名

（2）材料　　三上（1960）の例文から，材料として30

文を選び出した。材料としてこれらの文を用いたのは，

その後の議論が，これをもとにしておこなわれているこ

と，その意味で，一般的に，これらの文が，各助詞の代

表例として認められていると考えられることのためであ

る。材料文で，ハが代行していると想定された用いた格

助詞は，ガ，ノ，二，ヲ，デ，φ（時をあらわす）であっ

た。なお，材料として用いた30文を，付録2に示す。

（3）手続き　　材料文が書かれている調査用紙を配布し，

本実験が，文がどのように理解されているかについて調

べるものであることを説明した後，「助詞ハをはずして，

最後を『～すること』の形にして結ぶように」との教示

を与え，文の無題化をおこなわせた。

　調査は個別（一部一斉）におこなった。所要時間は，

約20分であった。

　3．結　果

　分析に先立ち，反応として得られた無題化によるkoto

を集計・分類した。その基準は，ハがどのように解釈さ

れているか，すなわち，ハのかわりにどの助詞があらわ

れているかということであった。その際，構文が変化し

ているもの，ハが消されていないものなどは，分析の対

象からはずした。なお，各条件について，何種類かずつ

の材料文があるが，それらはまとめて分析した。

　表1は，ハが代行していると想定した格助詞の条件別

に，それぞれの反応の反応数を集計したものである。な

お，ここでいう一致反応とは，各文における被験者の反

応のうち，最多のもののことであり，材料文作成の際に，

ハが代行していると想定したものと同じであった。

　被験者内計画ではあるが，条件によって材料が異なり，

表1　助詞条件別の反応数と割合

条　件 ガ ノ デ ヲ φ 計

一致反応

そ　の　他

63

（0．97）

　2

（0．03）

90

（0．87）

14

（0．13）

136

（0．89）

17

（0．11）

38

（1．00）

　0

（0．00）

99

（0．93）

　7

（0．07）

33

（0．45）

40

（0．55）

459

80

計 65

（1．00）

104

（1．00）

153

（1．00）

38

（1．00）

106

（1．00）

73

（1．00）

539

（1．00）

注）（）内の数値は各条件における反応の割合を示す。
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表2　調整された残差

条　　件 ガ ノ デ ヲ φ

最多反応
そ　の　他

3．65＊＊

一3．65＊＊

一〇．57

0．57

1．18

－1．18

4．57＊＊

一4．57＊＊

2．41＊

一2．41＊

一12．38＊＊

12．38＊＊

＊P＜．05，　申率P＜．01

また，呈示順序をランダムにしたことより，各条件を独

立とみなし，一致反応率を用いて，κ2検定をおこなっ

た。

　κ2検定の結果，反応数の偏りは有意であった（π2

（5）＝162．50，P＜．01〉。そこで，残差分析をおこなった

ところ，表2にみられるように，一致反応はガ条件とデ

条件，ヲ条件で有意に多く，φ条件では有意に少なかっ

た。

　4．考察
　全体としていえることは，文の内容を表わすためにハ

を取り除いたとき，そのかわりに何らかの格助詞があら

われるということである。また，ハが何を代行している

のかということについては，φ条件を除き，約9割の人

が，同じ助詞を選んでいることから，かなり安定してい

るとみることができよう。

　次に，個々の条件ごとに検討することにする。

　ガ条件の文に対してガと反応した数は，残差分析の結

果にみられるように，他条件に比べて有意に多かった。

このことは，ハがガとして解釈されやすく，また，それ

がたいへん安定したものであるということを示している

といえよう。なお，ガ以外の反応としてあらわれたのは，

「昨日は」に対する，φとしての解釈である。これは，ハ

助詞句内の名詞が「昨日」という時をあらわす語であっ

たためと考えられる。この，時をあらわす語については，

問題があると思われるので，後にφ条件のところでくわ

しく論じることとする。

　ノ条件の文について，ハがノを代行していると解釈し

ている反応は85％以上であり，判断の一致率はかなり

高いといえよう。これは，先に述べたハがノを代行する

か否かという議論に対する1つの解答となり得るだろう。

読み手は，文の内容（すなわち，三上のいう論理的関係）

をとらえるときに，ハをノとして解釈するのである。

　この条件に対するノ以外の反応としては，ガとデとが

あった。特に，同じ

　　沖縄の木の成長が早いkoto

から，主題化されたものであると三上（1960）の考えた，

　　沖縄の木は成長が早い。

　　沖縄は木の成長が早い。

という2つの文については，前者では，ノがほとんどで

ある（16例中，ガ3例，ノ13例，5％水準で有意差

あり）のに対し，後者においては，ノよりもデのほうが

やや多くなっている（14例中，デ8例，ノ6例，有意

差なし）。このことから考えると，この2つの文が同じ

kotoから主題化されたものであると考えるよりも，「沖

縄の木は…。」は上のkot・から，r沖縄は…。」は

　　沖縄で木の成長が早いkoto

から，それぞれつくられたと考えるのがよいのではなか

ろうか。そうすれば，「沖縄は」については，デを代行す

るハとも統一的に説明できるように思われる（注5）。

　二条件の文に対する，二という反応は，9割近い高い

一一致反応率を示した。

　二以外の反応としては，φ，へ，ガ，ノ，ヲ，ナラバが

あった。φは，「秋は」という助詞句に対するもので，や

はり，「秋」という時をあらわす語による反応と思われ

る。へは，「北海道は…行きました。」，「富士山は登らな

かった。」に対するもので，へと二との曖昧さ，どちらも

可能であるという，日常の言語的経験からきたものであ

ろう。なお，三上はこの2つの文を，「動的な『方向』」
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をあらわすものの例としてあげている。ガ，ノは，「姉は

…子供ができた。」に対するもので，どちらも「子供がで

きた」との関連が大きいと考えられる。ガ，ヲ，ナラバ

は，「自転車は…乗れるようになるよ。」に対するもので，

これもやはり，述部との対応からでてきた反応と思われ

る。

　デ条件の文に対して，デと反応した数は，残差分析の

結果，特に高かった。なお，この条件での一致反応率は

100％である。これは，場所を表わすデについては，

全員が，ハに代行されることを認めているということで

あろう。

　ヲ条件の文に対して，ヲと反応した数は，残差分析の

結果，他条件に比べてやや多かった。9割を越す一致反

応率は，やはり，ハをヲとして解釈するということが安

定していることを示すものであり，したがって，ハはヲ

を代行するといってよかろう。ヲ以外の反応としては，

「文法は…好きになれない。」に対して，ガと解釈したも

のがあった。これは，「好きだ」に対して，ガをとると考

える者と，ヲをとると考える者とがいるということを反

映しているのであろう。逆にいえば，「好きだ」が補充成

分として，ガ格をとるか，ヲ格をとるか，現在ゆれてい

るということになろう。ちなみに，19例中，ヲ12例，

ガ7例であった（有意差なし）。

　φ条件の文に対して，φと反応した数は，残差分析の結

果，特に少なかった。この条件における一致反応は，他

の条件のものに比べて，著しく低く，ハのφという解釈

は，安定していないといえよう。φ以外の反応としては，

「昔は，京都が都でした。」に集中しているノ（「昔の京

都」と「昔の都」という2つの型がある）を除いては，

ほとんどが二である（反応数32で44％を占める）。こ

れは，時をあらわす二があることからうなづけることで

はある（注6〉。

　φを格とみるか，修飾成分とみるかという議論があっ

たが，本結果から，修飾成分にもハがつき得るというこ

とが示唆されよう。

　以上のように，ハの兼務である格助詞の代行について

は，ほぼ認めてよいだろう。しかし，想定した助詞以外

のものがあらわれることもあり，この点については，今

後，「XはY。」の，「X」，「Y」との関係など，さらに緻

密な検討をおこなう必要があろう。

注

1：ノを格助詞とみるか否かは議論のわかれるところで

　あるが，ここでは，三上にしたがうことにする。

2：石神（1989）は，事態の論理関係として，ハに格助

　詞の意味を見いだせることは認めている。

3：北原（1984）では，ノは格助詞ではなく連体助詞で

　あるとされ，その理由として，ノが論理的関係に関

　わらないことがあげられている。

4：したがって，材料の組合せは5通りであり，各被験

　者にはそのうちの1つが割り当てられた。そのため，

　被験者のなすべき回答数は，冊子の種類によって異

　なった。

5：「沖縄の木は…。」という文は曖昧（「沖縄産の木」

　　「沖縄にはえている木」など）であり，「沖縄は…。」

　　という文とは論理関係が異なる意味もある。この曖

　昧さは，ノのもつ「超論理」（北原，1981）性による

　　ものであろう。「沖縄の木の成長が早いkoto」中の

　　「沖縄の木」が，既に曖昧であるので，「沖縄は…。」

　　も，このkotoが基底にあると考えてもよい。しか

　　し，ノの曖昧さという点からみれば，北原（1981）

　　を妥当とみるか，あるいは，ノの代行を認めて，さ

　　らに詳しい分析をおこなうかが必要となろう。

6：この点について，二が接続し得ないと思われる語に

　対しても，二という反応があった。例えば，「その頃

　　は……」，「昨日は……」に対して，「その頃に

　　……」，「昨日に……」というのは容認可能性が低い

　　と思われる。これは，二の用いられ方が揺れはじめ

　　ているということを示唆し得る。この点については，

　　二がうける部分との関係などから，今後，検討され

　　るべきであろう。
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付記

　本稿は，平成元年度筑波大学修士論文の一部をまとめ

たものである。ご指導いただいた筑波大学心理学系教授

福沢周亮先生に深く感謝致します。

＜要約＞

　本稿では，助詞ハの働きには，本務と兼務との2つが

あるという三上（1960）の主張を軸に，いくつかの見解

が検討された。さらに，本務に関しては，読み手のの予

測を分析することによって，題述の呼応が読み手に認識

されていることが（実験1），兼務に関しては，無題化さ

れた内容を分析することによって，ガ，ノ，二，ヲ，デ，

φについて，ハがこれらを代行するということが，ほぼ認

められた（実験II）。

付録1＝実験1で用いた刺激文

私は／物珍しい目を挙げて／そり三匹の猿がおもむろ

に／梢を／伝わっていく姿を／眺めた。　　（芥川龍之介

「槍ヶ嶽紀行」）

私は／彼の相手が／どこにいるのだろうかと／探して見

た。　　（梶井基次郎「交尾」その二）

宗助は／先刻から縁側へ／座蒲団を／持ち出して／日当

りの好さそうな所へ／気楽にあぐらをかいてみたが／や

がて手にもっている雑誌を／放り出すと共に／ごろりと

横になった。　　（夏目漱石「門」）

Kさんは／Kさんの無くなったお父さんが／夜釣りがす

きで／或夜山犬に／囲まれて／岸伝いに水の中を／帰っ

てきた話とか／此の山が牧場になった年／馬が／食われ

て半分くらいになっているのを／見た話などを／した。

　（志賀直哉「焚火」）

付録2＝実験IIで用いた刺激文

ガ条件

鯨は，魚ではない。

　父は，この本を買ってくれました。

昨日は，妹の誕生日でした。

多糖類は，自然界にたくさんあります。

ノ条件

象は，鼻が長いなあ！

　B氏は，奥さんが入院中です。

彼女は，顔から血がひいた。

　カキ料理は，広島が，本場です。

沖縄は，木の成長が早い。

沖縄の木は，成長が早い。

二条件

　日本は，温泉が多い。

　姉は，昨年子供が出来た。

秋は，いろんな行事が続きます。

　北海道は，昨年の夏行きました。

　富士山は，登らなかった。

　会場は，市民会館がよかろう。

　おやつは，枝豆が出ました。

　自転車は，1日で乗れるようになるよ。

デ条件

　この温泉は，石ケンが使えない。

　会場は，余興が始まっている。

ヲ条件

　新聞代は，もう払ったよ。

　花は，彼が折ったに違いない。

　鰯は，煮付けにします。

　理事長は，理事の互選で決める。

　ジャズは，聞きたくない。

　文法は，どうも好きになれない。

φ条件

　昨日は，大風が吹いた。

　来週の日曜は，家に居ます。

　昔は，京都が都でした。

　その頃は，まだ子供だった。
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SUMMARY

　The　experiments　investigated　the　two　fmctions　of

theJapanese　particle“WA”andprimarilyfocused　on

Mikami’sresearch．Theagreementofthesubjectwith

the　predicate　is　the　main　function　（“hommu”）of

“WA”and　itsactingasasubstituteforacaseparticle

is　the　subfunction　and　is　referred　to　by　Mikami　as

untopicalization　（“mudaika”）．　The　difference

between　the　main　fmction　and　the　subfunction　is

considered　to　be　between　syntax　and　semantics．

Therefore，the　main　function　was　tested　by　analyzing

what　readers　expected　while　reading　a　sentence，and

the　subfunction　was　tested　by　asking　subjects　to　sub・

stitute　one　of　several　case　particles（GA，NO，NI，

WO，DE　orφ）for“WA．”While　some　findings　sug・

gested　a　need　for　further　study，　they　generally

supported　Mikami’s　position　on　the　two　fmctions

of“WA．”
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誤った知識を修正しやすい説明文の条件について・

千葉大学麻柄啓 ＿＊＊

問題と目的

　具体的な例が用いられていない説明文は，たとえそれ

が論理的には不足のない情報を含んでいたとしても，学

習者の誤った知識を修正できない場合がある。本研究は

ひとつの学習内容に即して以上のことを示すとともに，

さらに，誤った知識を修正しやすい具体的な例の条件を

明らかにすることを目的としている。

　本研究では日本史に関する学習内容を取り上げる。「江

戸時代の政治の仕組み」に関する説明文を文章教材とし

て学習者に与える。この学習内容を取り上げたのは以下

の理由による。まず，この内容に関しては多くの大学生

が本質的に誤った知識を持っており，認識の変革を促進

する説明文の条件を探るためには好都合なためである。

また，そのような本質的な誤りが一般に知られるものと

はなっていないため，その実態を明らかにしておくこと

にも副次的な意味があると考えたためである。

　多くの大学生の誤った知識とは以下のようなものであ

る。江戸時代は封建時代である。封建時代（封建制）は

絶対主義の時代（社会）とは異なり，地方分権がかなり

の程度認められているのがその特徴である。ところが大

学生であってもこのことを正しく理解していない者が多

い。予備調査（後述）によると多くの大学生が，徳川幕

府は全国の大名から年貢を取り上げたり，全国に対して

強制力と実行力を伴った警察組織を持っていたと考えて

いることが示されている。つまり徳川家は専制君主的に

全国を支配していたと考えている者が多いわけである。

寧　Expository　texts　to　rectify　misconceptions　in　learners．

艸M1、GARA，Keiichi（Chiba　University）

　たしかに徳川幕府は参勤交代を命じたり武家諸法度を

出したりしているので，このような誤解が生じるのもわ

けあることではある。さらにテレビの時代物番組などか

ら江戸時代の為政者が大きな力を持っている印象を受け，

この誤解が強固なものになっている可能性も考えられる。

しかしこのような誤解は歴史（社会）認識としては致命

的である。たとえば参勤交代の意味も理解できないし，

中央集権国家となった明治時代（明治維新）の意味も全

く理解できないことになる。

　最近心理学の分野では学習者の素朴概念（あるいは前

概念）が取り上げられることが多くなってきている。素

朴概念（前概念）とは科学的概念とは異なる誤った概念

であり，学習者の日常経験や不十分な学習によって成立

したと考えられる概念である。これまで取り上げられて

きた学習者の素朴概念は自然現象に関するものが大部分

であり（たとえばClement，1982），社会認識あるいは歴

史認識に関するものはほとんどない。本研究で取り上げ

るのは社会認識（歴史認識）に関する学習者の素朴概念

と位置づけることができる。

　本研究では学習者に対して，「江戸時代に各大名は幕府

から強い統制を受けながらも自分の領地に関してはかな

りの自治権を持っていた」という説明を文章教材によっ

て与える。さらに，封建時代（封建制）というのは絶対

主義の国家体制とは異なり「地方分権」がそれなりに認

められていたという一般的な説明を加える。

　その際に以下の3つの条件（群）を設定する。ひとつ

は具体例を用いずに上述の一般的な内容のみが説明され

る群である。これをC群とする。他の2群には具体的な

例を加えて説明を行う。E1群に対しては「江戸時代には
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中央集権的な警察組織がなかったから，ある藩で犯罪を

犯した者が別の藩に逃げ込むと警察権が及ばなかった」

という例を用いる（以下ではこの例を「警察権」と略

す）。E2群に対しては「江戸時代は今とは異なり全国から

租税を集めることはできなかった」という例を用いる

（「年貢の行き先」と略す）。これらの例の違いによって

学習効果がどのように異なるかを検討するのが本研究の

主たる目的である。

　「警察権」と「年貢の行き先」の例の違いは次のよう

な性質の違いに対応する。同じく江戸時代の「地方分権」

を説明する例であっても，それを知ったときの学習者の

受け止めは異なるはずである。ある例に対しては「もっ

ともだ」とか「言われてみればいかにもありそうなこと

だ」という受け止めになり，別の例に対しては「意外だ」

とか「全く考えもしなかった」いう受け止めになること

は十分ありうる。つまり既有知識との食い違いの程度は

例によって異なるはずである。

　予備調査（後述）の結果から「年貢の行き先」の例の

方が「警察権」の例よりも学習者にとって正解を出しに

くい例であることが確かめられている。したがって答が

説明された場合には，「年貢の行き先」の例の方が学習者

の「意外の程度」が大きくなる。そして「年貢の行き先」

の事実が学習者に受け入れられれば，それよりも意外の

程度が小さい例に対しても「地方分権」の方向で考えや

すくなるはずである。したがって「年貢の行き先」の例

のほうが「警察権」の例より学習効果が大きいと予想さ

れる。

　以上の検討から，江戸時代の地方分権に関して広い範

囲に適用可能な一般的な認識を獲得できる順序は，E2

群＞E1群＞C群となるであろうという仮説が成り立つ。

この仮説を検証するのが本研究の目的である。また文章

教材のおもしろさについても学習者の受け止め方は同じ

順序となることが予想される。この点もあわせて検討し

たい。

　以上のようにこの研究は，学習者が誤った知識を持っ

ている（あるいは持ちがちな）領域を叙述の対象とする

説明文が，どのような条件を満たしていると効果的かを

模索することになる。この点の解明は「説明文の作成」

という観点から意味のあることであろうし，また広く学

習のメカニズムという観点からも意味があると考える。

予備調査

　大学生が江戸時代の地方分権の実態についてどの程度

知っているかを調べ，さらにどの具体例が相対的に「意

外だ」と受け止められるかを推測する資料を得る目的で

予備調査を行った。

　方　法

　TABLE2の（1×2×3）の3問をB5判の用紙1枚で出題

し解答を求めた。被験者は千葉大学教育学部2年生32名

であった。

　結果と考察

　正答者数（率）は，問題（1）が19人（59％），問題（2）が10

人（31％），問題（3）が2人（6％）であった。正答率は総

じて低く，多くの大学生が江戸時代の政治の仕組みにつ

いて正しく理解していないことが確認された。

　誤答パターンは，問題（1）ではアとウを選んだ者がほぼ

同数（7人と6人）であった。これに対して問題（2）では

イが19人と多くを占め（誤答者中の86％），問題（3）でもウ

が27人と大部分を占めた（誤答者中の84％）。問題（3）の正

答率が極端に低く，また誤答者の大部分が地方分権を否

定する選択肢を選んでいることから，「年貢の行き先」問

題の正解が述べられたとすると，学習者にとって意外の

程度はかなり大きいと推測できる。これに対して問題（1）

の正答率は比較的高く，また誤答の約半数が「わからな

い」を選び地方分権を積極的に否定していないことから，

「警察権」問題の正解が述べられたとすると，学習者に

とって意外の程度は相対的に小さいと推測できる。

実 験

方　法

実験の概要

被験者は千葉大学教育学部の1～3年生92名である。
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TABLE1　3種類の読み物の概略

　［C群の読み物］

①江戸幕府は家光の代までに基礎を整えた。幕府の直轄地は約400万石で，直接の家来旗本の領地300万石と

合わせた700万石が幕府収入の基礎だった。これは全国の石高の4分の1になる。

②全国200近い大名は親藩・譜代・外様に分けられた。大名は将軍から認められた領地で土地と人民を支配し

て藩を形づくった。

③幕府は武家諸法度を制定した。これは大名の反乱を禁じ治安の維持をねらったものだった。違反した場合

は処分を受けた。また家光は参勤交代を定め諸大名の経済力を削減した。

④しかし一方で大名は自分の領内の支配をほとんど任されていた。江戸時代は「地方分権」がそれなりに認めら

れていた時代と言える。各大名は幕府から強い統制を受けながらも自分の領地に関してはかなりの自治権を

持っていた。，このような幕府と藩が全体として政治力を構成し土地と人民を支配する体制を幕藩体制という。

⑤同じ頃のフランスはルイ王朝の時代だが，国王が全国を支配していた。これを絶対主義の国家体制という。

これに対して江戸時代の日本の体制を封建制と言う。

　［E1群の読み物］

（③まではC群と同じ）　　　　　　　　　　　一

④しかし一方で大名は自分の領内の支配をほとんど任されていた。江戸時代は「地方分権」がそれなりに認

められていた時代と言える。藩札を発行していたのもその現れだ。あなたは下の問いにどう答えるか。

現在日本国内で犯罪を犯しても外国に逃亡すると日本の警察権が及ばないことがある。では江戸時代に

ある藩で犯罪を犯した者が別の藩に逃げ込んだらどうなったか。／（ア．警察権が及んだ　イ．及ばなかっ

た　ウ．わからない）

答はイだ。江戸時代には中央集権的な警察組織はなかった。それぞれの藩が藩の中で警察組織を持ってい

た。この点でも地方分権的だ。中央集権的な警察組織ができるのは明治時代になってからだ。

　このように各大名は幕府から強い統制を受けながらも自分の領地に関してはかなりの自治権を持っていた。

このような幕府と藩が全体として政治力を構成し土地と人民を支配する体制を幕藩体制という。

（⑤はC群と同じ）

　［E2群の読み物］

（③まではC群と同じ）

④（第1段落「しかし一方で大名は～あなたは下の問いにどう答えるか」はE1群と同じ）

加賀百万石（今の石川県）の殿様は前田家だ。加賀の農民の差し出した年貢は誰の手にわたったか。／（ア．

農民の差し出した年貢は前田家のもの　イ．農民は前田家と徳川家の両方に年貢を納めた　ウ．農民は前

田家に納め，前田家はその一部を徳川家に納めた　エ．わからない）

　答はアだ。江戸時代は今とは異なり中央の政府が全国から租税を集めることはできなかった。江戸幕府の

収入は先に述べた自分の領地からの収入（700万石）だけだった。この点でも地方分権的と言える。中央集権

的な徴税システムができるのは明治時代になってからだ。

（次の段落「このように～幕藩体制という」はE1群と同じ）

（⑤はC群と同じ）

注．数字と四角枠はここで便宜的につけた。本文の長さはC群用が約800字，EI　E，群用が約1100字である。

一36一



誤った知識を修正しやすい説明文の条件について

TABLE2事後テスト問題の概略

（1）　〈警察権〉　（TABLE1の［E1群の読み物］の枠内の問題「現在日本で犯罪を犯しても～」と同じ）

（2〉　〈年貢率の変更＞　江戸時代8代将軍吉宗は四公六民だった年貢率を五公五民に引き上げる命令を出し

　た。これはどの範囲にまで効力を持ったか。／（ア．徳川家の直轄地だけ　イ．全国に対して　ウ．わから

　ない）

（3）　〈年貢の行き先〉　（TABLE1の［E2群の読み物］の枠内の問題「加賀百万石～」と同じ）

（4）　〈裁判の規定＞　江戸時代に犯罪を犯した場合処罰規定はどうなっていたか。／（ア．幕府が定めた規定

　に従って全国で裁きが行われた　イ．各藩がそれぞれのしきたりにしたがって行った　ウ．わからない）

（5）　＜軍事力＞　徳川幕府が持っていた軍事力はどのような形だったか。／（ア．全国の各藩から武士を集め

　て作った　イ．親藩・譜代大名の藩から集めて作った　ウ．幕府直属の武士だけで作った　エ．わからな

　い）

（6）　＜豊臣家の年貢範囲〉　1590年豊臣秀吉は全国を統一した。日本の封建社会はこれで確立した。豊臣家

　の収入はどの範囲から入ったか。／（ア．全国の戦国大名が年貢を納めた　イ．全国の農民が直接納めた

　ウ．直轄地だけから年貢がはいった　エ．わからない）

注．〈＞内の略称はここで便宜的につけた。正解は，（1）イ，（2）ア，（3）ア，（4）イ，（5）ウ，（6）ウ。

TABLE3事後テストの正答者数（率）

問題（1）　〈警察権＞ 問題（2）　＜年貢率の変更〉 問題（3）　〈年貢の行き先〉

　E1群　＞　E2群　＞　C群
32人（100）23人（77）16人（53）

　E2群　＞　E1群　＞　C群
23人（77）　17人（53）　9人（30）

　E2群　＞　E1群　≒

28人（93）　9人（28）

C群

6人（20）

〔齢：き欝郵乏ll〕 〔器碁鍔拐乏ll〕 〔器碁撒IP歪’1〕

問題（4）　〈裁判の規定＞ 問題（5）　〈軍事力＞ 問題（6）　〈豊臣家の年貢範囲〉

E1群　≒　E2群　≒　C群

29人（91）26人（87）23人（77）

　E2群　≒　E1群　＞　C群
17人（57）14人（44）　7人（23）

　E2群　＞　E1群　≒　C群
18人（60）13人（41）　9人（30）

〔雛鷺認誼ξ〕 〔器§翻認p曳％5〕 〔器§鐸器P認o〕

注．すべて片側検定，df＝1
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教育心理学関係の講義の受講生であり，予備調査の被験

者とは重複しない。B5判5ぺ一ジからなる3種類の小

冊子をランダムに配布することによって3群が構成され

た。「警察権」の例が用いられたE1群が32名，「年貢の行

き先」の例が用いられたE2群が30名，一般的な内容が説

明されたC群が30名となった。実験は集団で実施された。

実験期日は1991年7月。

　小冊子の構成

　小冊子の構成は以下のとおりである。

　〈1枚目＞

　以下の教示が記されている。「この小冊子には『読み物』

や『問題』があります。これからあなたにやってもらい

たいことは，冊子内の指示にしたがって読み物を読んだ

り問題に答えたりすることです」

　名前と専攻の記入のあとで，以下の質問への回答を求

めた。「1．あなたは高校時代に日本史の授業を受けま

したか。（受けた，受けなかった）／2．あなたは共通一

次試験あるいは大学入試センター試験の社会科で日本史

を選択しましたか。（選択した，選択しなかった）」

　〈2枚目～3枚目＞

　本文に相当する。「江戸幕府の話」というタイトルの下

に次の教示が記されていた。「以下の文章を読んで，これ

まで知らなかった内容があればその部分に下線を引いて

ください」。これは被験者が文章を読み飛ばすことのな

いようにという配慮による（したがって下線の箇所や数

を分析の対象として用いるわけではない）。

　3群の読み物の概略をTABLE1に示す。E1群とE2群

ではそれぞれ「警察権」「年貢の行き先」の例が用いられ

ているが，それらはまず質問形式で出題され，その後に

解答と説明が述べられるという形式をとった。「質問」と

「解答・解説」の間でぺ一ジが変えられた。

　本文に引き続いて読み物のおもしろさの評定を9段階

　（0．非常につまらない～8．非常におもしろい）で求

めた。

　〈4枚目＞

　数学分野の問題が2問出題された。これは今回の実験

の内容とは無関係である。事後テストとの間に時間をお

くために挿入された。

　〈5枚目〉

　最上部に「前のぺ一ジには戻らないように」という注

意が記されている。5枚目は事後テストにあたる。概要

をTABLE2に示す。問題は6問あった。問題6は「全国

統一した豊臣家の年貢収入の範囲」に関する質問である。

豊臣家については本文中に一切言及はないが，問題文に

「これで日本の封建社会は確立した」という記述がある

ことから，本文の内容を理解していれば正しい解答が可

能となるはずである。

　結果と考察

　予備的考察

　高校で日本史の授業を受けた人数（率）は，E1群が22

人（69％），E2群が22人（73％），C群が22人（73％）で

あり差はなかった。共通一次試験で日本史を選択した者

はそれぞれ11人（34％），9人（30％），8人（27％）で

あり大きな差はなかった。日本史の学習状況については

3群ほぼ等質と見なす。

　おもしろさの評定について

　0～8の9段階で求めたおもしろさの評定をそのまま

得点化して平均値を求めた。E1群が4．0点（SD＝1．9），E2

群が4．5点（SD＝1．3），C群が4．0点（SDニ1．7）であっ

た。E2群の得点が若干高いものの3群間には有意な差は

認められなかった（F＝0．45，df＝2／89）。

　事後テストの結果

　各問題での正答者数（率）をTABLE3に示す。仮説の

検証作業は後で行うことにして，まず各問題ごとの正答

率を概観する。

　問題（1）〈警察権＞での正答率は，E1群＞E、群＞C群で

あった。この問題はE、群にとっては読み物で接した例の

再生（再生問題）にあたるのでE1群の高正答率は当然と

いえる。

　問題（2）〈年貢率の変更〉での正答率は，E2群＞E1群＞

C群であった。この問題は再生問題ではないものの，E2

群が読み物の中で接した「年貢の行き先」の例とは共通
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性を持つ。したがってE2群の高正答率は江戸時代の政治

体制の一般的な特徴を理解したことによるだけではなく

て，例同士の類似性にもよるのであろう。

　問題（3）〈年貢の行き先＞での正答率は，E2群＞E1群≒

C群であった。E2群にとっては再生問題であるので高正

答率は当然といえる。

　問題（4）〈裁判の規定＞での正答率は，E1群≒E2群≒C

群でありどの群も高正答率であった。比較的考えやすい

問題であったといえる。

　問題（5）〈軍事力＞での正答率は，E2群≒E、群＞C群で

あった。何ら例に接しないよりはいずれかの例に接した

ほうが良いことが示されているが，例による違いは認め

られなかった。

　問題（6）〈豊臣家の年貢範囲＞での正答率は，E2群＞E1

群≒C群であった。この問題は再生問題ではないが「年

貢の行き先」と共通性を持つ。したがってE2群の高正答

率は封建制の一般的な特徴を理解したことによるだけで

はなくて，例同士の類似性にもよるのであろう。

　仮説の検証

　われわれが問題にしたいのは，読み物中の例との類似

性に基づく課題解決の比較ではなくて，「江戸時代の地方

分権」に関する一般的な認識の形成に基づく課題解決の

比較である。以下の分析を行った。

　問題1（警察権）はE1群にとっての再生問題であっ

た。ここで正答率が「E2群＞C群」である点に注目した

い。E2群は「年貢の行き先」の例に接することによっ

て，C群よりもこの問題で高い正答率をあげたのである。

次に問題3（年貢の行先）を見てみる。これはE2群にとっ

ての再生問題であった。ここでの正答率は「E1群二C群」

であった。つまりE1群は「警察権」の例に接しても，C

群と同程度の成績しか上げなかったのである。以上の結

果は，「年貢の行き先」の例から「警察権」の問題には正

の転移が生じたが，逆は生じなかったことを示している。

以上のことから「E2群の方がEl群より優れている」とい

うわれわれの仮説は検証された。

　次に「C群は他の2群より劣る」という部分を検討す

る。C群は正答率が一番低かったのでこれは自明とも思

えるが，やや慎重に検討したい。なぜならC群にまさっ

た群が，読み物中の例との類似性に基づいてC群を上

回っただけであるなら，あまり意味がないからである。

問題1（警察権）はE2群にとっては再生問題ではなかっ

た。この問題でC群はE2群より劣った。また問題2（年

貢率の変更）はE1群にとっては再生問題ではなかった。

この問題でもC群はE1群に劣った。したがって一般的な

認識の形成という観点からC群は他の2群より劣ったと

結論することは妥当である。以上から仮説は検証された。

ちなみにC群の成績は予備調査の被験者の成績とほとん

ど変わらなかった。説明文を読んだことが全く効果を持

たなかったことになる。

全体の討論

仮説が検証されたことをふまえて全体の討論を行う。

　まず注目したいのはC群である。C群は何ら情報を与

えられなかったのではない。第4・第5段落では一般的

な説明が与えられている。また第1段落では幕府の収入

が直轄地からの700万石だったことも述べられている。こ

れらの内容はたとえば事後テストの問題3「年貢の行き

先」を考える際に，論理的には十分な情報を提供してい

るはずである。しかし徳川家を誤って専制君主的に考え

ている（あるいは考えがちな）学習者に対しては，この

ような一般的な説明は全く効果がないことが本実験で示

されているのである。このことはこれまでの歴史の教科

書や参考書に見られる一般的な記述に対してひとつの問

題を提起するものである。

　次に「年貢の行き先」の例が有効であった理由を考察

する。これと類似の現象はこれまでの心理学研究でいく

つか明らかにされてきている。麻柄・伏見（1980）は幼

児に三角形と四角形のルール（頂点が3つあるのが三角

で4つあるのが四角だ）を教える際に，幼児がすでに「三

角」「四角」と認めることができる正三角形と正方形を例

に示す場合と，「三角でも四角でもない」と思っている不

等辺三角形と不等辺四角形を例に示す場合で，その効果
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を比較検討した。その結果事後の図形分類課題には後者

の方が有効であった。また伏見・岩崎（1990）は大学生

に対して金属の一般的な特徴を教える際に，彼らにとっ

て金属であることが既知である銅を例に用いる場合と，

彼らが誤って「非金属」と考えているカルシウムを例に

用いる場合を比較した。その結果事後の事例分類課題に

は後者の方が有効であった。

　麻柄（1991）はこれらの先行研究を概観して，「もっと

も事例」「意外事例」という観点からそのメカニズムを説

明しているが，その説明は今回の実験結果に対しても同

様に適用できる。

　学習者が「もっともだ」と思う事例（もっとも事例）

を用いると，学習者の側では「あたりまえ」という受け

止め方になり一般的な説明（先行研究ではルール）、の方

に注意が向きにくいか，あるいは注意が向いたにしても，

それは自分にとって既知の事がら（例）に対してのみ適

用されてしまう。これに対して「意外だ」と思う事例（意

外事例）を用いると「自分が適用できないと思っていた

ものに対してもこの一般的説明（ルール）が適用できる」

という認識が成立する。だから一般的説明の方にも注意

が向く。その結果一般化が促進される。「年貢の行き先」

の例は学習者にこのような作用を及ぼしたと考えること

ができる。

　先行研究がいずれも自然科学の領域を学習内容にして

いたのに対して，本実験で扱ったのは歴史認識（社会認

識）であった。全く性質の異なる学習内容に即しても同

様の説明が可能なことから，以上のメカニズムは知識の

修正を考える際の妥当なモデル（説明原理）と言えるで

あろう。

　歴史認識の誤りやその修正を扱った心理学的研究はこ

れまで見当たらず，自然認識を扱った研究の多さとは対

照的である。誤った自然認識を修正する場合には「実験

結果の観察」が有効な手段となるが，歴史認識の形成や

’修正の場合には説明文を読むことによる学習が重きをな

す。その点を考えると，本研究は歴史的事項を説明する

際に一つの知見を与えるものといえる。
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SUMMARY

　　　This　study　investigated　the　effect　of　types　of

expository　text　in　correcting　misconceptions　held　by

learners．

　　　Many　undergraduates　incorrectly　regard　the

Edo　era　in　Japan（1603－1868）as　a　kind　of“absolute

monarchy”controlled　by　the　Tokugawa　shogunate．

To　rectify　this　misconception，three　kinds　of　exposi．

tory　texts　were　constructed　to　describe　the　system　of

govemance　of　the　Tokugawas．The　text　given　to　the

control　group　explained　this　system　in　general　con・

cepts．The　other　texts　employed　one　of　two　different

statements：one，the　Tokugawas　could　not　exercise

police　power　over　the　territory　of　the　daimyo（feudal

lords）l　two，the　Tokugawas　could　not　collect　a　land

tax　from　the　daimyo．

　　　In　the　posttest，1eamers　answered　six　questions

about　the　actual　conditions　of　the　ruling　system　that

existedduringtheEdoera（e．g．，Wererulesconceming
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誤った知識を修正しやすい説明文の条件について

punishment　in　the　administration　of　justice　standard－

ized　throughout　the　comtry　P）．The　main　results

showed　the　subjects　of　the　control　group　scored　as

poorly　as　those　who　read　no　text　in　the　previous

preparatory　study．However，1eamers　who　read　the

text　with　the“land　tax”example　showed　higher

scores　than　those　who　read　the　text　with　the“police

power”example．It　was　inferred　that　the　former

example　impressed　the　subjects　more　deeply　than　the

latter　one．

　　　　　The　conclusion　was　that　expository　texts　pro－

viding　examples　that　surprise　readers　canεff㏄tively

correct　their　misconceptions．
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〈諏 報

　日本読書学会前会

長滑川道夫先生は，

平成4年12月13日，

呼吸不全のため逝去

されました。ここに

謹んでお知らせ申し

上げます。

　　　　　　　弔　　辞
平成4年12月13日夕刻，滑川道夫先生は逝去されまし

た。

滑川先生は，86年の生涯を，広い視野の中で，ゆった

りとゆたかに心やさしく歩んでいかれました。

先生が研究的関心を抱かれた分野は，ことばと文字の

指導，話しことばの指導，朗読，読書と読書指導，学校

図書館，作文綴方教育とその研究史，児童文学・児童文

化等々，実に多岐にわたっていますが，先生は，それら

のすべての分野において卓越した業績をあげられました。

読書・読書指導の面に絞ってみましても，滑川先生は，

学会活動，講義・講話，著書・論文を通じ，ほんとうに

大切なものを私どもに教えてくださいました。

　先生は，長い期間にわたって日本読書学会の常任理事

等を勤められましたが，特に昭和47年4月以降は2期4

年の間，会長として私どもを指導してくださいました。

　先生は，昭和40年代・50年代において世界読書会議に

数回にわたって出席され発表されたほか，日米国際読書

会議，アメリカ読書学会，ハワイ・日本読書会議等にも

たびたび出席され発表され，多くの人々に深い感銘を与

えるなど，世界の研究者との間の国際交流に努力され交

流の成果をあげられたことは，特筆すべきことでした。

　滑川先生は，『読解，読書指導論』『現代の読書指導』

『映像時代の読書と教育』等の時代をリrドした重要著

作や多くの重要論文を通じて，私どもを啓発してくださ

いました。

映像記号を「読む」場合にしても，文字記号を「読む」

場合にしても，それらの記号の相違を貫く読みの創造的

機能に内面的に支えられるべきことを提言されたこと，

また，東洋的読書思考としての「身に読む」について深

く論証されたことなど，先生の創造的なお仕事を私ども

はうけとめて研究を進めていきたいと考えます。

　私ども非才ですが，滑川先生に教えていただいた道を

創造的に歩んでいくことを決意しております。

　先生の御霊の安らけく在し，私どもをいつまでも導い

てくださいますように。

　　　平成4年12月23日

　　　　　　　　日本読書学会会長　湊　吉正

1906年11月3日

1929年3月

1932年4月

1938年3月

1946年4月

1957年4月

1960年

1966年11月

1970年4月

1972年4月

1980年10月

1981年4月

　　10月

1992年12月13日

　略　　歴
秋田県湯沢市に生まれる

秋田師範学校専攻科卒業

私立成蹟小学校訓導

日本大学高等師範部国漢科卒業

私立成瞑小学校主事兼成瞑中学校教諭

私立成瞑学園教育研究所所長

「学校図書館文庫」全50巻（牧書店）

により毎日出版文化賞，およびサンケ

イ児童出版文化賞受賞

東京教育大学教育学部専任講師

東京成徳短期大学教授

日本読書学会会長

教育学博士（筑波大学）

叙勲・勲四等旭日小綬章

著作「桃太郎像の変容」で毎日出版文

化賞受賞

呼吸不全にて逝去（享年86歳）
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