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表現学習におけるテクストヘの参加様式
一総称表現を中心とした意見文の分析を通して-

小 林 一 貴

0.はじめに

渋谷孝(1994)は.作文指導における表現技術の確立の必要について論じ,その中で

｢『書くことの必要』が『書き方』と効果的に結びっいてこそ,作文技術はその本質を発

揮できる｡その効果的な結び付け方の指導が作文指導の目標である｣1と述べ,課題作文

の重要性を強調している｡これに対して,白石(1994)は｢きちんと書き方指導を受け

てきた生徒の作文が没個性的な作品になる｣という教師の発言を取り上げ,｢その子に

しか書けないことを書かせる｣ことを尊重しつつt 書き方と効果的に結びついた｢書く

ことの必要｣について批判的検討を行っている2｡

こうした題材と書き方に結びついた課題の設定に関して,意見文の観点から論じたも

のに大西(1985)がある｡大西は意見文指導の立場から,学習者の問題意識を喚起する

題材文の提示と,書く立場を明確にするためのキイワードの提示によって課題条件を示

すという方法を検討している｡そこでは,問題の発見や完成された文章において課題条

件の設定の有効性は認められるとするものの,一方で学習者の意見の内面化が阻害され

る場合があるという指摘も行っている3｡

書くことの必要性を目的とした題材の選択と課題の設定においては.書くための技術

というものが強調される｡その際,題材に対する書き手の感覚や思想というものが疎か

にされかねないという指摘がなされるわけであるが,それは一方で,題材の認識におい

て書き手の感覚や思想を作文指導において問題とすべきものかという問題が生じること

になる｡

こうした題材の認識と書く方法の問題に対して,本稿では学習者が書いた文章を見て

いくことにより,題材に対して学習者がどのように議論の枠組みを見出し,テクストを

展開させていくのかについて考察する｡そして,題材に対して自らの考えを述べるとい

う行為がどのように生じてくるのかを検討し,文章表現指導の一助とすることが本稿の

目的である｡そのための方法として,総称表現として一般に共有可能な知識や情報を示

す表現が,書き手やテクスト内に出てくる参加者によってどのようにとらえられている

のかを分析･検討する｡筆者は,これまでに拙稿(2001,2002)において書き手の考えが提

示される表現の文末形式の特徴について検討し,文章表現の学習過程について検討して
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きた4が,本稿ではこれをふまえ,本稿ではそうした表現以外のテクストの要素につい

て書き手の考えを述べる行為について考察を加えるものである｡

1.描出表現と総称表現

テクストのある話題についてのまとまりについて考えていく上で重要になるのが｢総

称表現｣である｡総称表現とは,｢基本的に集合的な指示性の対象をあらわす提題表現

をもち,一般的な特性･習慣などの叙述を行う表現類型｣5であるとされる｡したがって,

総称表現は｢情報をテクストの一般的な背景とすることによって,以下の部分のテクス

トの内容をコミュニケーションの参加者にその背景と整合性のたかいものとして認定さ

せるのである｣6ということになるとする｡そして,総称文の前後の要素と関連づく背景

としてはたらき,それゆえにある話題に関するまとまりの組織化にかかわるとして,次

のような例が挙げられているT｡

a.①イルカには超能力がる｡②特殊な音響探知装置を身につけていて,仲間同士で

話をし合う｡③遠く離れて泳ぎながらも｢オイ,イルカ｣｢イル,イル｣などと交信

する,のだそうだ｡

この例はでは①が総称表現ということになる｡そしてt①｢イルカには超能力がある｣

という情報を背景として,②③では総称表現の情報に整合し関連する語句の関係によっ

て文が展開する｡さらに,総称表現がいわゆる｢描出表現｣と関連をもっ場合がある｡

描出表現とは.｢と｣などによる明示的な引用の標識が欠けているか,その作用範囲

の外で,コミュニケーションの参加者と区別されるテクストの任意の参加者の発話や

思考の内容を対象とし,コミュニケーションの参加者の立場からテクストの参加者を

指し示すモードである8｡

総称表現は,集合的な提題と一般的な特性･習慣による叙述であったが,こうした総

称表現の知識が,書き手や受け手といったコミュニケーションの参加者,そしてテクス

トに登場するテクストの参加者,といったどの主体に帰属するのかについて考える場合,

次の2つが想定されるという9｡

A｢語り手が,テクストの話題をあらかじめ提示したり,テクストの内容に言及しなが

ら,それと整合する一般的な知識を提示し,あるいはそれをテクストから派生させてい

る,という理解の仕方である｡｣10これは- コミュニケーションの参加者のうち,語り手
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に総称表現の知識を帰属させる表現である｡

B｢総称表現はテクストの参加者の発話あるいは思考の内容の表現となり,語り手の報

告としてのモードはうしなわれる｡｣llこれは.総称表現の近傍にあらわれているテクス

トの参加者にその知識を帰属させる表現ということになる｡

これについては次のような事例が示されている12｡

b.①音楽というものは,それを聞いた時期の生活の哀歓と,痛切に結びつくことが

あるものである｡

②彼がプロ野球に勤めていた頃の家庭の日常の雰囲気も,いろいろな音楽と結びつ

いているように彼には感じられる｡③その中には,今はこの世にいない妻と奇妙な

ふうに意見が交錯した,懐かしく珍らしい楽曲もある｡

④それは,もともとは同じ曲で使用する楽器だけが違うと言ってもよさそうな二つ

の音楽作品について,どちらの方が好ましいかという夫婦の感じ方のちがいが,実

に印象的であった場合である｡(清岡卓行｢フルートとオーボエ｣『アカシヤの大連』

講談社:194)

下線の①が総称表現にあたる｡①は音楽というものに関する一般的な性質を述べたも

のであり,テクストの参加者の経験や思考をあらわす標識を持たないことから,コミュ

ニケーションの参加者である語り手に属する知識として理解できる｡一方でt ②では三

人称の｢彼には感じられる｣があり,コミュニケーションの参加者である語り手が｢彼｣

の思考を示す描出表現となっている｡このことから,①は｢｣を欠いた自由直接表現

として｢彼｣に属する知識として理解することもできる｡

総称表現がテクストにおいて描出表現として解されることについて,そこには総称表

現の｢運用論的な前提｣としての効果が認められるとも論じている｡

運用論的な前提とは.｢聞き手によく知られている,あるいは聞き手が拒否すること

なく受け入れると話し手によって仮定されている情報である｣lJとされる｡この認識に

基づき,上のテクストについて次のように論じている14｡(原文で,事例の文章につけれ

られた整理番号の｢(1)｣を参照する表現｢(1)の,(1)ならば.(1)ではt等｣は省略した｡)

音楽を話題とし,その一般的な属性をとりあげた総称表現の内容は,テクストに記

述されている以上,運用論的な前提としての効果を果たす｡先に述べたように,この

前提はt 以下のテクストの内容と矛盾せず,したがってテクストに依存した取り消し
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が生じることはない｡総称表現はコミュニケーションの参加者のあいだで,テクスト

を理解する背景として常に参照される表現となる｡つまり,以下のテクストは,運用

論的な前提としての総称表現にたいし,典型的な事例として理解できるのである｡

さて;この時,運用論的な前提に関する主体として,さらにテクストの参加者,

｢彼｣を想定することが可能である｡ここに,運用論的な前提において,コミュニケー

ションの参加者を想定するだけで条件がみたされるテクストと,テクストの参加者が

さらに関係性をもっテクストとのあいだに,類型としての差異が生じる｡

テクストの参加者が運用論的な前提に関係するということは,｢彼｣の発話や思考

が,この総称表現の内容と整合していることを意味する｡テクストの参加者による総

称的な発話･思考の内容を対象にした表現として,①が位置づけられるのである｡そ

うして,近傍の部分テクストにあらわれる,テクストの参加者の発話や思考の内容を

表現した部分は,これにたかい様相で関係性を持っことになる｡とくに,後続する部

分テクストに対しては,予想可能性をたかめる効果がえられる｡

このように,テクストの作動をとらえると,①の総称表現は,コミュニケーション

の参加者であるテクストの語り手と受け手t さらにテクストの参加者によって,等し

く相互に言及することのできる表現類型として理解される｡そうして,この特徴は描

出表現の特徴とのあいだで整合している｡

総称表現の主体として,コミュニケーションの参加者とテクストの参加者が想定でき

る｡この語り手と受け手のみならず,テクストの参加者によっても言及可能な表現とい

う点をふまえながら,学習者の意見文の表現について見ていくことにする｡

3.題材文と作文における総称表現

2.において取り上げた描出表現,総称表現の議論をふまえ,ここでは実際の作文を分

析することにより,意見の表現活動の特性を考察していく｡作文は高校1年生によって

書かれたものである｡作文を書くにあたっては,書き手が問題を見出す手がかりとなる

文章(以下,｢題材文｣とする)を読んでもらった｡学習者の作文の特徴について考え

るにあたり,まずこの題材文について検討を加える｡

c.①臓器の移植については,提供者の生前の意思を最大限に尊重すべきはいうまで

もない｡②それらの基本的理念をうたった｢臓器移植法｣は,｢礼意の保持｣も定

めている｡③第八条｢死体から臓器を摘出するに当たっては,礼意を失わないよう

に特に注意しなければならない｣｡④自らの心臓や肝臓を贈ろうとする尊いお気持

ちに,~それは当然のことだろう｡⑤｢和田移植｣から三十一年の感慨がある｡⑥情
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報の透明性確保とプライバシー保護など課題は残るがそれが明らかになったことで,

なお脳死判定と臓器移植のあり方に議論を深める契機にしたい｡⑦総理府の世論調

査によると,脳死判定後の臓器提供について,概して男女とも若い人たちが肯定的

な傾向にある｡⑧｢生と死｣に対する考え方.死生観が変わりつつあるのかもしれ

ない｡⑨同じ調査結果では,臓器移植について家族と話をしたことのない人も少な

い｡⑩｢自己決定｣を尊重するためにはt 自らの将来のt あるいは家族の問題とし

て考えておくことが必要だろう｡⑪高知赤十字病院で亡くなられた方のご家族には.

様々な葛藤があっただろうが,お互いの深い信頼,理解があったからこそ,気高い

意志を大切にされたに違いない｡⑫｢礼意｣をもって.移植手術の成功を祈りたい｡

(読売新聞 編集手帳1999.3.1)

この文章では,③において特定の人物の思考や感情の表現ではないものの,｢臓器移

植法｣の直接引用によって臓器の摘出に際しての必然的な事柄が示されている｡そして

④では｢それは当然のことだろう｣として,書き手の判断として反復されており,臓器

移植法の内容がコミュニケーションの参加者によって言及されている｡また,⑦⑧では

総理府の世論調査についての記述があり,⑧⑩ではコミュニケーションの参加者である

書き手の立場からの記述がなされている｡この題材文については,既に拙稿(2002)に

おいて｢だろう｣｢にちがいない｣｢かもしれない｣等の判断のモダリティが用いられて

いることを指摘した｡これらの判断の表出は,総称表現とは別にしても,法と調査とい

う一般的に共有されるべき事柄という価値を伴う記述を前提として提示されている｡そ

れに対してt ⑪では臓器提供者の家族の感情について書き手が報告する表現となってい

る｡

こうした特徴から,この題材文は｢臓器移植法｣と｢総理府の世論調査｣という共有

されるべき事項に整合するかたちで考えが述べられ,同時に家族の感情を推し量るとい

う表現となっている｡

3-1.総称表現の知識が書き手,読み手に帰属する

題材文では法や調査といった共有されるべき情報に整合するかたちで考えが述べられ

ていた｡それに対して,学習者の作文では基本的に書き手の立場から考えが述べられて

いる｡無論,考えの内容は題材文で言及された事柄であったり,見聞きしたことなどの

場合もあるが,それを書き手である自分の考えとして述べている｡

d.①僕は,臓器移植ということに対して,改めて命の大切さということを学びまし

た｡②臓器提供といっても,提供する人がいなければ臓器をもらえる人も存在しま
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せん｡③脳死と判定されるまでの家族の葛藤があり,そして本人の意思でOKが出

て初めて提供でき,またその臓器をもらい,生命を助けられた人も,その人の分ま

で一生懸命に生きる義務があると思います｡

④今日,若い男女に臓器提供への関心が高まっているのも,命の専さに改めて考え

させられる機械かふえたからだと思います｡

この例では,①では｢僕は｣があり.また③④ではいずれも｢私は(僕は)｣を補う

ことが可能でありt コミュニケーションの参加者である書き手の思考を表す表現となっ

ている｡それに対して,②は総称表現としてとらえられる｡この②ではt コミュニケー

ションの参加者である書き手以外のテクストの参加者(臓器提供者,等)は明示されて

おらず,前後の文がいずれも書き手の思考の表現となっており,そこに示された情報は

書き手に属する｡したがって,②は描出表現としての総称表現とは認められず,｢提供

する人がいなければ臓器をもらえる人も存在しません｣という一般に共有可能な知識は

テクストの参加者には属さず,あくまでも書き手と受け手によって言及することが可能

な表現ということになる｡

e.①私は｢臓器移植｣と一言で言っても,とても簡単なものではないと思う｡②自

分の大切に生きてきた身体を名前も顔も知らないような人にあげるのだから｡③そ

れにいくら本人があげたいという意思を標示していたとしても,残された両親や身

内の人はやりきれないと思うし,自分たちが愛情込めて育ててきた子供の体の一部

が他の人のものになってしまう悲しさなどは消えないと思う｡④しかしこの臓器移

植で人の命が助かるなら.臓器移植か命をつなげる最後の手段なら私的には仕方が

ないとも思うし,私ももし自分が脳死状態になったら重い病気で苦しんでいる人に

提供したいと思ってる｡⑤親には申し訳ないけどそれで一人の命を救えるならほこ

りに思う｡⑥だから臓器提供を受けられた人は.自分の命が助かったことだけを喜

ぶのではなく,提供してくれた人の勇気と親切を尊重し,忘れないではしい｡⑦そ

して,一一人の心によって救われた大切な自分の体をいっまでも大切にしてほしい｡

この例では,①③④⑤で｢と思う｣が用いられ,書き手の自身の思考について述べて

いる｡また,⑥⑦ではt｢忘れないでほしい｣｢大切にしてほしい｣と述べるが,それは

テクストの参加者である｢臓器提供を受けられた人｣の思考や感情を書き手の立場から

表現しているわけではない｡

3-2.総称表現の知識がテクストの参加者にも帰属する
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3.で述べたように,描出表現としての総称表現については語り手と受け手のみならず,

テクストの参加者によっても言及可能な表現として理解することも可能である｡しかし.

学習者の意見文では書き手としての立場が主となり,そうした表現を明確に認定するこ

とは難しい｡

f.①やはり,臓器を提供される人は,提供者に対して誠意を持たなければならない

と思う｡②しかし,提供する人は,死んでからなので提供される人がどんな性格な

のか,どんな顔なのか,男か女かさえ分からない｡③しかし,提供者は,どんな人

でも臓器を分けあたえると,確信した上で.決めている｡④これはt すばらしいこ

とだと思う｡(9その家族にも感謝しなければならないと思う｡⑥提供する人は.さ

れる側の,病気の重さなどの苦痛が分かっているからこそだと思う｡

この例では,①④⑤⑥は書き手の思考が示されている｡それに対して,②③は臓器提

供者について必然的な事柄を表現しているということから総称表現とみなすことができ

ると考える｡

g.｢臓器移植について｣

①ドナー登録というものがある｡②それは,もし病気で内臓を移植しないと死んで

しまう,という人に自分の内臓をあげてもいいですよという意思を示すものである｡

③ドナー登録をしている人は,何人もいるが,僕がもし提供する立場に出会ったら

提供できないかもしれない｡④なぜかというとまず親からもらったこの体を他人に

提供するということは親不孝だからだ｡⑤そして何よりも恐ろしいからである｡⑥

自分の体の一部がなくなってしまうとなるとどうしようもなく恐ろしい｡⑦勇気の

ある人は,自分の体の一部で死にそうな人が助かるならあげてもいい,と思う人も

いるかも知れない｡⑧だけど僕はt きっとあげられないだろう｡⑨

⑳そんなことだからせめて移植にふみ切って手術している人には.成功するように

祈りたい｡

①②がドナー登録に際して必然的な事柄に言及するものとして総称表現と考えられる｡

③では｢僕が｣というように書き手がテクストの参加者として明示されて,｢提供する

立場｣として語っており,それはドナー登録とは状況を異にするが,①②もドナー登録

に関する知識が書き手に帰属する表現と考えることができる｡このことから,この総称

表現は書き手と受け手,読み手に言及可能な知識としてとらえられる｡しかし,②では

｢意思を示す｣の動作主が明示されておらず,これは｢総称表現で動作主や経験者を指
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示する成分が明示されていないばあい,任意のコミュニケーションの参加者,テクスト

の参加者t あるいは観察者がその指示対象として言及されることについての可能態にあ

る｣15ということになる｡これについてはl③で｢ドナー登録をしている人は｣とあり,

②の総称表現がテクストの参加者であるドナー登録者により言及されたものとしても理

解される｡この場合,コミュニケーションの参加者がテクストの参加者であるドナー登

録者の考えを対象としてとらえ観察しており,描出表現として理解される｡したがって,

総称表現の知識は書き手と受け手に加え,ドナー登録者によっても言及可能な表現であ

ると考えられる｡

3-3.総称表現に整合する説明

これまでに見てきた作文では,臓器提供者とその家族.あるいは臓器を移植された人

といった観点にかかわる総称表現がなされ 書き手の立場から考えを述べるという記述

となっていた｡そうした傾向とは異なった観点から独自に共有されえる知識を提示して

いる例では,自分の考えであることを示すような｢と思う｣などは頻出せず,題材文で

は示されなかった事柄についての記述がなされている｡

b.①臓器移植での礼意,それは臓器提供者の死体という｢物｣の所有者つまりその

家族に対しての礼意なのだと思う｡

②死体とはすでに命を失ったものつまり単なる物体でしかないわけで,生前の本

人の意思など本当はどうでもいいのかもしれない｡③なぜなら命を失ったその｢物｣

にすでに決定権は無く,その所有者にすべての決定権があるからだ｡④だから法律

にふれない限りはそれを焼こうが埋めようがどうしてもよいはずである｡⑤しかし

人間というのはなかなかそうもいかないわけで,生前のその人のこと,宗教的なも

の,社会的なものにしばられてそういうことが簡単にはできない｡⑥もしそういう

ことを簡単にやってしまうような人がいれば,すぐにマスコミに取り上げられ,多

くの人に,冷たい奴だとか,変な人だとか,死人に対して失礼だとか言われてしま

う｡

⑦結局,社会の大多数の常識の前にはそういう考えは異端として扱われてしまう

ことが多い｡⑧もしかしたらこれも｢新しい死生観｣の一つなのかもしれない｡⑨

しかしこういったもの,｢新しい死生観｣の一つかもしれないものは古い考えには

ばまれてなかなか認められない｡⑩それに宗教的なものにこだわり過ぎるのもあま

りよいとは思えない｡

⑪新しい考えを社会に,つまり多くの常識人に認めさせるためには,古い考えを
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こえるような思想t そしてそれを受け入れることのできる心を多くの人々が持たな

ければならないのだろう｡

②｢死体とはすでに命を失ったものつまり単なる物体でしかない｣は,命を失ったと

判断された臓器提供者についての記述であり,それに整合する記述が③以下でなされて

いる｡こうした前提を据える例は他に見られなかったが,表現としては前提の知識が書

き手t 読み手に帰属するものとして考えられる｡

4.題材と議論の前提

拙稿(2001)において分析･考察したことであるが,学習者の初発の意見文には｢と

思う｣という文末の形式が多くあらわれていた｡意見文にあらわれた｢と思う｣を,

｢断定するに足りない知識状態｣そして｢個人的情報の提示｣という特徴としてとらえ,

書き手の考えとしての内容が読み手との間で十分に共有されていない状態として意見文

の表現をとらえた｡今回の考察では.｢と思う｣は基本的に多く用いられており,総称

表現との関係においては.総称表現の一般に共有可能な知識というものを前提としなが

ら,そうした書き手の考えの提示がなされていた｡言い方をかえれば,｢と思う｣によっ

て書き手の考えを提示することにより,総称表現による一般的に共有可能な情報を自ら

の考えとして述べるという立場から表現されていた｡

こうした｢と思う｣との関係ふまえた上で,描出表現としての総称表現のはたらきを

学習者の意見文に即して考察してみると次のように言うことができるだろう｡

まず.3.における作文の考察より,総称表現はコミュニケーションの参加者の立場に

重なる場合が多く,意見文では書き手の立場において考えを述べるということが基本と

なっていることを指摘した｡これは,書き手と読み手によって言及されることが可能な

知識が提示されているということになる｡しかし,それでもコミュニケーションの参加

者の立場からテクストの参加者の思考や感情を述べる可能性のある表現も見られた｡す

なわち,これは書き手と読み手,そしてテクストの参加者によって言及することが可能

な知識となる表現を志向し得るものでもある｡

以上のことから,｢と思う｣等によって示された書き手の考えは,その文において書

き手の考えが提示されているということよりも,総称表現による｢運用上の前提｣に整

合する議論において述べられているということになる｡そしてt そうした総称表現は.

書き手の立場における考えの提示による書き手と読み手に言及可能な表現であるばかり

でなく,描出表現としての総称表現を志向するという点において,書き手と読み手,そ

してテクストの参加者によって言及可能な知識,情報としてテクストの表現に位置づく｡

書き手が意見を述べる上での前提となる総称表現に示された情報は.3-1.2,3で検討
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したように題材に関連して様々であるが,それは書き手としての考えを述べることに整

合性をもたせる前提を示すものであり,そうした総称表現として意見を述べる前提は一

書き手と読み手という方向性においてあらわれてくるものというよりも,むしろテクス

トの参加者にも言及できる情報から導き出されてくると考えることができる｡

5.まとめと課題

本稿では,描出表現としての総称表現の作用に基づいて,学習者の意見文においてど

のように題材に関連した論点が形成されるのかについて考察した｡そこでは,基本的に

総称表現は書き手と受け手とって言及できる情報を提示するという場合が認められるも

のの,テクストの参加者にとっても言及可能な情報が示され得る表現がなされているこ

とも確認した｡総称表現が一般的に共有可能な知識や情報としてテクストの展開に整合

性を与える前提となることをふまえると,書き手が読み手だけではなくテクストの参加

者にとっても言及できるところから,そうした自分の意見を展開する上での前提を書き

手はコミュニケーションの参加者として導き出しているということになる｡

1.で取り上げたように,作文指導においては.教科としての学習内容として作文技術

が問われ.｢書くことの必要性｣と｢書き方｣の効果的な結びつけ方が作文指導の目標

であるという論がある｡書くことの必要性は文章表現の学習において重要であり,その

ための題材の選択と書き方に結びっけるための課題によって作文教材をとらえることが

求められることは確かである｡しかし,今回の作文の分析と考察を通して見てきたよう

に,学習者は題材に関連してテクストの参加者やコミュニケーションの参加者によって

言及される前提を位置づけ,それに整合するかたちで自らの考えを述べていく｡ここで

確認した書く行為は.｢書くことの必要性｣のために設定された題材と書き方を結びつ

ける課題というように,いずれの学習者にとってもあらかじめ議論の前提が提示されて,

その範囲で書く活動を行うということとは性質を異にしている｡学習者にとって前提を

見出し書く過程として位置づけることと自らの書く行為とは不可分なのである｡

題材に関連した前提を見出し,それに整合させてテクストを展開させていくためには,

単に書き手と読み手のみならず,テクストの参加者によって共有可能な知識や情報につ

いて検討することが学習者に求められると考えられる｡その場合,テクストの参加者と

はt 実際の人物の話ということにとどまらず,他のテクストに接触することも含まれる

ことになる｡その際には,自らの考えを述べる前提がどのような価値を持っのかも指導

において問われることになると考えられる｡すなわち,C.の題材文の場合には,法や調

査というものを取り上げている一方,h.のような前提において自らの考えを述べるとい

うことも行われるのである｡指導においては,どのような前提が説得力を持ち表現とし

て効果を持ちえるか,そしていかなる情報が共有されるべきかが学習者にとって問われ
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ることになりt そのためには指導において題材をめぐって共有され得る価値をもっ知識,

情報を視野に入れておく必要が生じるだろう｡作文を見る場合に,学習者に向かい合う

同時に,コミュニケーションの参加者である読み手として,どのようなテクストの参加

者に寄り添った読みをするか.そして書き手の記述に整合性を与える前提に関わる事柄

が何かが問われることになるのである｡

今回の分析では不十分な点も多く,特にテクストの参加者を書き手の立場からどのよ

うにとらえているかについては,描出表現をめぐる議論を整理し,テクストの参加乱

そして描出表現t総称表現の内容についてもテクストの展開との関わりから,意見文と

いうジャンルを形成する過程について検討してみたいと考えている｡
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