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コミュニケーション理論に対するメルロ＝ポンティの貢献

石　井　秀　夫

　自己と他者のコミュニケーションは、どのような構造において展開され

ているのか。伝統的におこなわれてきた推論説や感情移入説による説明は、

他者の主観をいかに認識できるのかという哲学上の問題（他我認識の問題）

を解決できていないために、われわれの経験と合わないのみならず、さま

ざまな矛盾をはらんでいた。本論では、現象学的哲学者メルロ＝ポンティ

Maurice Merleau-Ponty（1908-1961　以下MPと略記）の考察を紹介しつ

つ、コミュニケーション理論が目指すべき方向性について論じてみたい。

　社会学において現象学というと、A.Schutzに代表されるように、行為

者の主観的側面を強調する傾向が強かった。この傾向は、現象学的社会学

がもともと構造機能主義批判として台頭してきた結果と思われる。しかし

ながら、MPの現象学は、そのような党派的主張とは一線を画している。

MPにとって現象学とは、客観主義に対抗する形で主観主義を提示するこ

とではなく、あらゆる立場から自由になること、「事象そのものへ」という

現象学本来の命題を忠実に実践することであった。はじめにMPがこの点

をどう考えていたのかを簡単に見ておくことから始めたい。たとえばMP

は次のように言う。

　

　「私が青を見るのは、私が色に感じうるからであるが、これに反しても

ろもろの個人的行為はひとつの状況を新たにつくりだす。すなわち、私が

数学者であるのは、私がそうなることを決意したからである。したがって、

もし知覚的経験を正確に表現してみようとするなら、私は、ひとが私のな

かで知覚するのであって、私が知覚するのではない、とでも言わねばなら
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なくなろう。」 １）

　われわれは「自分が青を見る」とは言うけれども、「ヒトがわれわれのな

かで知覚する」などと表現をすることはない。知覚するのは自分であると

あたりまえに考えている。しかしよく考えてみれば、数学者になろうとす

る自分と、青を見ている自分は違う。数学者になろうとする自分にはある

意思があるのに対して、青を見ている自分にそのような意思はない。われ

われは青を見ようとして見ているのではなく、青はわれわれの意思とは関

係なく、青く見えてしまう。

　われわれの世界経験をなるべく正確に記述しようとすれば、われわれが

無自覚のうちに使っている「私」という概念にはさまざまなニュアンスが

あることを自覚しなければならない。MPは、科学が無自覚のうちに前提

にしている「私」という概念を、経験に忠実な概念に置き換え、それによっ

て科学的説明を経験に近づけようとする。MPにとって現象学とは、なに

よりもまず事象を正確に記述することであった。MPは次の言うにいう。

　

　「現象学では概念と事実との対立が問題なのではありません。大事なこ

とはむしろ、人びとがそれが慣用的なものだからといって確かめもしない

で使っている概念のかわりに、われわれを経験から引き離すおそれのはる

かに少ない、意識的に形成された概念を使おうということなのです。」 ２）

　

　われわれは日常生活のみならず科学の営みにおいても、ある種の思い込

みや偏見によって事象を説明している。とくに科学的説明は、「科学的」で

あるがゆえに、かえって経験をありのままに記述せず、真実を歪めてしま

うことさえある。フッサールが「西欧諸科学の危機」 ３）として警鐘を鳴ら

した、科学による事実の隠蔽がこれである。

　フッサールによれば、心理学をはじめとする精神科学全般は、自然科学

の華々しい成功に幻惑され、自然科学の方法こそ科学の唯一絶対の方法で

あるとする傾向を強めた。科学者は一段高い位置から上空飛行的に対象を
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観察し、それを操作的、検証的態度で実験・観察し、数量化し、類型化する。

結果は統計的に処理され「客観的」データとして分析される。この「自然主

義的態度」は認識する主体（科学者）と認識される対象（研究対象）を別々の

実体として切り離す。対象は具体的主体によって経験された対象ではなく、

万人に共通な「もの」として固定化される。この認識態度は、われわれが日々

生活している具体的「生活世界」を「科学的」と称される唯一の特殊な世界

観＝「理念の衣」によって覆い隠してしまうという。

　コミュニケーション理論においても事態は同様である。自己と他者は向

かい合う実体として前提にされ、その間に情報がやり取りされるという機

械論的説明がなされる。このような説明に対してMPはどのような考察を

加えているのだろうか。科学の理論において習慣化している素朴な断定を

「カッコに入れ」「判断中止」をおこなうということは、具体的にはどうい

うことなのだろうか。

　

古典的対人関係論

　対人関係に関するMPの考察の中でとくに注目しなければならないの

は、自己と他者を対立的な二つの存在と考える思考様式（自他二元論）と、

心と身体を別々の実体として考える思考様式（心身二元論）である。自他

二元論と心身二元論は、対人関係を理論化する場合、その基本的枠組みと

なっている。その点についてMPはどのように考えていたのかを論じる前

に、対人関係についての社会心理学の代表的な説明を見てみよう。たとえ

ば、以下のような記述は自己と他者のコミュニケーション・モデルとして

よく見られるものである。

　「ことばによるコミュニケーションは、送り手が伝えようとした情報を

さまざまな文脈情報や関連する知識などを手がかりとして推論するパズル

のようなものだと考えることができる。」 ４）

　「他者は通常、しかるべき衣服をまとい、ある特徴をになった容貌と音

声をもち、それなりの姿勢で何かの行動をしている存在として現れる。わ
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れわれがまず最初に認識するのは、いわゆる五感によって受容される、形

態・色彩・動き・音声・匂い、等々の感性的特長である。“知覚”と呼ばれ

る過程が、これに他ならない。他者理解は、まずは、こうした知覚をもっ

て始まるのである。

　次に、われわれは、知覚に伴い、かつてそれと一致もしくは近似のもの

を知覚したことのある先行経験の観念を表象する。たとえば、口の大きい

容貌を知覚するのに伴って、以前それとよく似た特徴の容貌を知覚した経

験が思い出されるというのが、それである。・・・・知覚に伴って表象さ

れた多様な先行経験は、次に、いま知覚している他者Xとそれら諸先行

経験に含まれた人物Yとの同一視過程を経、「他者Xに知覚した感性的特

長は、人物Yに知覚されたそれと近似であるから、Yの場合そうであっ

たように、Xもまた・・・であるにちがいない」というかたちで他者の側

に付与される。」 ５）

　

　対人関係についての古典的説明は、まずはじめに自己と他者という二つ

の存在を立て、その間にどのような相互作用が成り立つのかという問題設

定をしてきた。自己と他者は分離した独立の存在である。相互に分離した

存在である自己と他者が、互いの内面を知るためには、その外面から推測

する以外にない。しかしこのように考えると、MPが言うように、さまざ

まな問題が噴出してくる。

　

　「もし私の心理が私にしか分らないものであり、他人はこれを知ること

はできないとすると、私は他人の心理を理解するためにさまざまな外面的

現象から、間接的に把握するしかないことになります。つまり、他人の身

体が見せてくれる表情全体をひとつの機会にして、一種の〈記号解読〉を

行うのだ、という仮定です。他人の身体――私にはその特徴を持った動作

や話しぶりしか見えないわけですが――の後ろに、私自身が自分の身体に

ついて感じているものを、いわば投影するというわけです。文字通りの観

念連合の操作によるにしろ、むしろ一種の判断によって身体的現象を解釈



－ 123 －

コミュニケーション理論に対するメルロ＝ポンティの貢献

するにしろ、とにかく私は自分自身の身体について持っている内的経験を、

他人に移し変えるということになるのです。

　〈他人経験〉という問題は、そこでは言わば4つの項をもったひとつの系

として立てられています。第一に私、つまり私の「心理作用」があり、つ

ぎに私が触覚や体感によって抱く私の身体像、つまりわれわれが簡単に

〈私自身の身体の内受容的イメージ〉と呼んでいるものがあり、第三の項

として、私に見えているような他人の身体、つまりわれわれが〈視覚的身

体〉と呼ぶものがあります。最後に、これははなはだ蓋然的なものですが、

第四の項として、わたしがまさに再構成したり推測しなければならないも

の、つまり他人がその視覚的身体によって私に示してくれる諸現象を通し

て、私が仮定したり想像したりする限りでの〈他人の「心理作用」なるもの〉、

言いかえれば他人が自分自身の存在について感じている〈彼自身の感情〉

というものがあるわけです。」 ６）

　

　「こんな問題の立て方をすると、ありとあらゆる難題が現われてきます。

第一の難題は、私の〈他人認識〉や〈他人経験〉というものが一種の観念連

合や判断というものに帰せられ、私が他人の中に私自身の内的経験の与件

を投影することにもとづくのだと見られる点です。ところが他人知覚は比

較的に発生がかなり早いものなのです。―――幼児は、きわめて早い時期

から、いろいろな顔の表情、たとえば笑顔を感ずることができます。――

――こうした複雑な過程は、他人知覚が比較的早く起こるということと両

立できないように思われます。

　さらに、そもそもそうした投入の作用が可能であり、また実際におこな

われるためには、他人が私に見せてくれる顔の表情と、私が自分で行う顔

の動作との間に類比関係があって、それが頼りにされていなければならな

いことになりましょう。――――ところが視覚的知覚に現れているような

〈他人の身体〉と、私が内受容性によって、つまり体感によって感じてい

るような〈私の身体〉とを、そのように比較する手段をはたしてわれわれ

は持っているのでしょうか。そのようなことをなしうるためには、その二
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つの経験の間に、ほぼ規則的な対応がなければなりません。ところが幼児

は、自分自身の身体について、運動感覚的あるいは体感的感触に比べてひ

じょうに僅かの視覚的経験しかもっていないのです。」 ７）

　

　「放棄しなければならない根本的偏見とは、心理作用が当人にしか近づ

き得ないものであって、私の心理作用も私だけが近づくことができて、外

からは見えないものだとする偏見です。私の「心理作用」は、きっちり自

己自身にこもって、他人にはいっさい入りこめないといった一連の意識の

諸状態ではありません。私の意識はまず世界に向かい、物に向かっており、

それは何よりも〈世界に対する態度〉です。〈他人意識〉というものもまた、

何にもまして、世界に対する一つの行動の仕方です。そうであってこそ初

めて私は、他人の動作や彼の世界の扱い方の中に、〈他人〉というものを見

出すことができるわけでしょう。

　もし私が〈物に向けられた意識〉であるとすれば、私はその物のところで、

まさに他人のものである行為に出会い、その行為にある意味を見出すこと

ができるはずです。なぜなら、他人の行為は、私自身の身体にとっても活

動の主題となる可能性を持っているからです。」 ８）

　私がいま目の前の花瓶を見ているとする。円筒形の花瓶は正面から見れ

ば長方形に見えるが、上から見れば円形に見える。もし他者が「花瓶は円

形である」と言ったとすれば、それは上から見たからであると了解する。

われわれは肉体としてはいまここにいながら、別の視点から見える風景に

ついても了解している。だからこそ、長方形の花瓶も円形の花瓶も同じひ

とつの花瓶として認識される。他者の心理をいかに了解するのかという問

題は花瓶を長方形として知覚している自己が、円形として知覚している他

者の展望を了解することに他ならない。MPは知覚とは何かを論じながら、

以下のように言う。

　

　「見ることは双面をもった行為なのである。・・・・・私が自分のまなざ
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しを風景の一部のうえに据えると、その部分は自分を生動化し、自己を展

開して、一方、他の諸対象の方は周縁へと退き、眠り込むけれども、し

かしそれらとても、けっしてそこに在ることをやめてしまわないのであ

る。・・・・・私がテーブルのうえの電気スタンドを眺めているとき、私

がそれに付与する諸性質は、単に私が居る場所から見える諸性質だけでは

なく、さらに暖炉やテーブルが〔目をもっていたら〕〈見る〉ことのできる

諸性質でもあり、私の電気スタンドの背後とは、それが暖炉にむかって〈現

わしている〉表面以外の何ものでもないのだ。」 ９）

　他者が実体ではなく、何よりもまず対象に対するひとつの態度であると

すれば、その態度は内面に閉じ込められ、それゆえ他の誰もが近づきえな

い実体ではない。私は正面からだけでなく、上からも花瓶を見ることがで

きる。自分がたまたま正面から花瓶を見ていたとしても、それ以外の展望

がありうることも了解している。見るという行為は対象の一面を図として

浮かび上がらせる一方で、それ以外の展望をしばらく地として眠らせてお

く行為である。他者の所作や言葉は、眠っていた展望を生き返らせ、図と

して浮かび上がらせる。つまり、他者理解とは、対象へと向かうもう一つ

の展望をよみがえらせることである。

　誰かと握手をしながら、ふと自分が相手の手を握っているのではなく、

相手が自分の手を握っているのではないかという思いにかられることがあ

る。主客はいつでも逆転しうる。自分が見る主体ではなく、自分は見られ

ている。そのとき自己は他者の展望を図として生動化し、それまでの自己

の展望は地として眠らせるのである。われわれはただひとつの展望に閉じ

込められた存在ではない。

　「画家と見えるものとのあいだで、不可避的に役割が顛倒する。その故

にこそ、多くの画家は物が彼らを見守っているなどと言ったのだし、クレー

に次いでアンドレ・マルシャンも次のように言うのだ。『森のなかで、私

は幾度も私が森を見ているのではないと感じた。樹が私を見つめ、私に語
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りかけているように感じた日もある・・・。』・・・もはや何が見、何が見

られているのか、何が描き、何が描かれているのかわからなくなるほど見

分けにくい能動と受動とが存在のうちにはあるのである。」 10）

　

他者理解

　われわれは、いま自分が見ている展望だけが唯一絶対のものであるなど

と思ってはいない。ものに対する展望は無数に存在しており、われわれは

そのひとつをたまたま図として浮かび上がらせているに過ぎない。地とし

て眠っている展望でさえ、他者の言葉や所作を契機としていつでもよみが

えり、新しい世界を現出せしめる。われわれは、言わば「指向的越境」を

人格以前の水準において自由におこなっているのである。ここにはなんら

の知的操作も必要がない。それゆえに幼児にとってさえ他我認識は問題と

ならないのである。

　

　「幼児も一つの世界に生きているのだが、彼は自分の生きている世界には

彼のまわりにいる誰でもが何の苦もなく近づけるのだと信じており、自分

自身や他人をけっして私的な主観性として意識したりはしないし、われわ

れすべてが、そして彼自身でさえもが、世界に対するある一定の視点に制

限されているのではないかなどと、およそ疑ってみようともしない。」  11）

　

　古典的コミュニケーション理論は、自己と他者が、あらかじめ存在して

いることを前提に対人関係を説明する。しかし、世界を知覚したり、世界

に働きかけたりする以前に、ただそれ自体で存在する自己や他者とは何で

あろうか。知覚や行動はもとより、身体的動きをともなわない内的言語で

さえ、不完全ながら世界へと働きかけるわれわれの指向的あり方の一様態

である。意識は常に何ものかについての意識である。自己や他者は、世界

と切り離されて、それ自体として存在しているわけではない。それは何よ

りもまず世界への働きかけとして、行動として、関係しつつあるものとし

て存在している。「青を見る」とき、われわれは人格以前の水準で知覚する
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ように、他我認識は、自己や他者が成立する以前の水準においておこなわ

れる。「視覚は人格以前のものなのである。」 12）というのも、態度や指向は

特定の個人の占有物ではなく、私が採用することもできれば、他者が採用

することもできる匿名の指向だからである。だれでも採用することが可能

な指向がまずはじめに存在している。他我認識はこの水準において達成さ

れる。つまり自己や他者が生まれる以前の水準で、われわれは自分の指向

とは異なる指向を発見し了解するのである。

　

自己と他者の存在

　それゆえ他者の心理とは、他者の内面ではなく、意識として、行動とし

て、あるいは態度として、世界へと自らを投げ出しつつ存在している他者

の指向の方向性である。他者の心理が把握できないというのは、それが内

面だからではなく、他者がことばや行動によって指向している方向性が漠

然としていて、あるいは分裂しているゆえに統一的な方向性としては把握

できないということに過ぎない。

　自己と他者の違いは、もともとは世界に対する態度の違い、指向の違い

である。自己がこれとして実在するようになるのは、関係しつつある我が、

関係の繰り返しのなかで「もの」としての性質を帯びるときである。自己

や他者の存在は、行動の積み重ねの中に、おぼろげながらその原点として、

「結果として」輪郭を現わしてくる。そのときはじめて、自己と他者は別々

の実体として想定されるのである。MPはこの点を次のように言う。

　

　「精神や人間は決して存在しているわけではなく、それは身体が動作に

なり、言語が作品になり、共存が真理になる運動の中で透けて見えてくる

もの」 13）なのである。

　対話的関係について洞察の深いマルチン・ブーバーも同様なことを述べ

ている。

　

　「人間は汝との関わりにおいて我となる。向かいあう存在は現われ、ま
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た消えてゆく。関係事件は濃密化し、また霧散する。そしてこの交代のた

びごとに次第に明らかに、交代する汝のつねに同一である伴侶について

の意識、つまり我の意識が立ち現われてくる。」 14）ブーバーが言うように、

はじめには関係があるのである。 15）

　

対話のプロセス

　このような他我認識論を展開するMPは、対話的関係をどのように記述

しているのであろうか。次にそれを見てみよう。

　「所作の意味は、与えられるものではなくて了解されるものであり、つ

まり、観察者自身の一つの行為によって把握し直されるのである。・・・・・

意思伝達または所作の了解が獲得されるのは、私の意図と他者の所作のあ

いだの相互性、私の所作と他者の行為の中に読みとり得る意図とのあいだ

の相互性によってである。すべてはあたかも、他者の意図が私の身体に住

まっているかのように、あるいは逆に、私の意図が他者の身体に住まって

いるかのようにおこる。私が目撃している所作は、或る指向的対象を点描

によって描き出しており、その指向対象がくっきりと顕在化され、十全に

了解されるようになるのは、私の身体の能力がその対象に調節され、それ

と重なるときである。所作は私のまえに、ひとつの問いかけとしてあらわ

れ、それは私に世界のいくつかの感性的諸点を指示し、私を促して所作が

それらの感性的諸点と合致するようにさせる。私の行為がこの道の中に自

分自身の道を見出したとき、ここに意思伝達が完了する。」 16）

　「対話の経験においては、他者と私とのあいだに共通の地盤が構成され、

私の考えと他者の考えとがただ一つの同じ織物を織り上げるのだし、私の

言葉も相手の言葉も討議の状態によって引き出されるのであって、それら

の言葉は、われわれのどちらが創始者だというわけでもない共同作業のう

ちに組み込まれてゆくのである。・・・われわれの視角は相互に移行し合

い、われわれは同じ一つの世界をとおして共存しているのである。・・・・・
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他者の考えはたしかに彼の考えであり、それを考えているのは私ではない

のだが、私はそれが生まれるやいなやそれを捉え、むしろそれに先駆けて

さえいるのだし、同様に、相手の唱える異議が私から、自分が抱いている

ことさえ知らなかったような考えを引き出したりもするのであり、こうし

て、もしわたしが他者にさまざまな考えを考えさせるのだとすれば、他者

もまた私に考えさせているわけである。」 17）

　自分についてはすべて知っているが、他者については何も知らないとい

う自他二元論は、自己を常に主体として、他者を常に客体として説明する。

このような図式では、たとえば対人恐怖や羞恥心を理解することはできな

い。われわれは常に主体であるわけではない。ときには自己を離れ、他者

の視線で自己を眼差し、それによって自らを客体としてしまうことさえあ

る。それはあたかも自分の展望が他者の展望によって乗っ取られ、自分で

ありながら自分の展望をもてないかのようである。「もはや何が見、何が

見られているのか、何が描き、何が描かれているのかわからなくなるほど

見分けにくい能動と受動とが存在のうちにはあるのである。」そう考えな

ければ「自己が他者から見られることを意識する」対人恐怖や羞恥心を理

解することはできないであろう。

　確かに他者の心理が理解できないこともあろう。たとえばトランプゲー

ムで相手の手の内を読む場合など、われわれはさまざまな情報を手がかり

に相手の心理を推測しなければならない。しかし世界とのかかわりが身体

の動きをともなわず、個人の内面だけで行われるのはむしろ例外である。

お年寄りが電車に乗ってきた場合、この人は今座席に座りたいのか、そう

ではないのか、さまざまな情報を総合して推測するなどということがある

だろうか。われわれは自然に席を立ちお年寄りに席を譲る。それはあたか

もわれわれの身体がもしお年寄りであったならどのように世界を経験して

いるかを先取りしているかのようである。というのも、お年寄りはその指

向を、表情として、曲がった腰として、ゆっくり動く所作として、身体全

体で表現しているからでる。手がかりとなるものが少なく相手の意図が読
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めない場合、たとえばポーカーゲームの場面のように意図的に心理を隠す

場合も確かに存在するが、これはきわめて特殊な事例であって、われわれ

が日常経験するコミュニケーションではない。自他二元論は、このような

特殊な状況を対人関係一般のモデルにしているのである。

　

「気づき」と「出会い」

　自他二元論モデルのもうひとつの深刻な欠陥は、推測された他者の心理

が、自己心理の投影であって、自己を超越する「他」者の心理ではないと

いうことである。

　

　「私の身振りと他者の身振り、私の意図と私の身振りとのあいだに観察

される相関関係は、たしかに他者を方法的に認識する際や、直接的知覚が

うまくいかないときには導きをあたえてくれるが、しかしそれは、私に他

者の実存を教えてはくれない。」 18）

　いかなる複雑な推理過程を経ようとも、自他二元論が推測する他者の心

理は、自己心理の投影であって、他者の心理とは言えない。認識されたも

のが他者の心理であるためには、それまでの自己心理にはなかった新しい

要素が、そこに含まれていなければならない。つまり「気づき」や「驚き」

のような自己を超越する体験がなければならない。

　対人関係を自他二元論で説明することは、対人関係の中で自己が生まれ

変わり、成長していくという、対話の最も実り豊かな側面を排除してしま

うことでもある。自他二元論は自己と他者を既定の事実として前提にして

しまう結果、対人関係は自己と他者の間の外面的な相互作用であるとか、

あるいはせいぜいのところ知識の獲得程度の手段的なものに過ぎないとい

うことになってしまう。

　われわれは対人関係のなかで「気づき」や「出会い」を経験する。「気づき」

や「出会い」は、自分自身がその存在の根源から揺さぶられる体験であり、

われわれに新しい世界を切り開いてくれる経験である。「なーるほど、そ
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ういうことだったのか !」という「気づき」の経験によって、個人はそれま

で考えたこともなかった新しい展望を見いだし、新しい自己へと脱皮して

いく。このときわれわれは、それまで気づいたこともなかった新しい見方

を発見するのである。気づきとは、自己の見方が広がる体験であり、自己

の世界が広がる体験である。対人関係を通してわれわれはより大きな、よ

り深みのある個人に成長していくことができる。MPはこの点を次のよう

に言う。

　

　「われわれと真理との関係は、他人というものを経由します。われわれ

は他人とともに真理に赴くか、さもなければわれわれの向かっているとこ

ろが真理ではないか、そのいずれかでしかありません。」 19）

　ある特定の限定された視点からだけではなく、あらゆる視点から見られ

た対象の全体的な地平を手に入れることが真理への道であるとするなら、

真理へ至るためには、限られた、それゆえ主観的な自己の展望を超越する

ために他者の視点が不可欠である。MPは「他人を経由する」という言いか

たで、対話こそ真理へと至る道であるという。

　対人関係を「情報のキャッチボール」「フィードバックシステム」「相互作

用」「情報ネットワーク」などの機械論的な用語で図式化してきた古典的理

論は、自己と他者を実体化する結果、対人関係がもたらす共同世界の成熟

という、対話のもつ実り豊かな可能性を排除してしまう。

事例を通して

　MPの対人関係に関するこのような考え方は、われわれに対して具体的

にどのような意味を持っているのだろうか。教育の場でのコミュニケー

ションを例にとりながら、この点を考えてみたい。

　コミュニケーションが「情報のキャッチボール」や「相互作用」ではなく、

新しい意味の生成であるとするなら、コミュニケ－ションは感動の体験で

あり、創造の奇跡に立ち会うことであるはずである。ところがコミュニケー
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ション理論が自他二元論の中にとらえられている限り、コミュニケーショ

ンは情報のキャッチボールとして、既成の情報の伝達という形としてしか

理解されないことになる。教育技術の習熟を論じながら、西岡は、次のよ

うな指摘をしている。

　「教え方の習熟という方針でのカリキュラムが整備されればされるほど、

逆に、教員という職業への実質的な興味が削がれていくように、私には思

われてならない。学生たちのなかには、子どもであった時に個性的な教員

と過ごせた楽しい思い出から、自分も教員になりたいと思って入学してき

た者たちがいる。そうした彼・彼女らが教員になるのはやめると言い始める。

教職をこころざした動機は子どもたちとの関係を楽しむことであったのに、

教授法の習熟という観点から評価されていく現実を知るからである。それ

はもっと上手に教えることのできる者といつでも交代させられるというこ

と、自らを子ども達の前にいくらでも置き換え可能な存在として位置づけ

なければならないことであり、自分がやりたいこととは違う、と思う。」 20）

　「効果的であると銘うたれる様々な教授方法についての研究発表を聞い

たり、またそれを安易に受け入れて実践される授業を見て、これでは子ど

もに人間として接するセンスが極度に希薄なおとなであっても、所定の授

業時間の間（ま）をもたせることができる、子どもたちの引き回し方の考

案ではないかと、鬱々とした気持ちに陥る時がある。」 21）

　コミュニケーションの本来の姿が、気づきと感動の経験であるなら、上

記のような失望がなぜ起こるのか、容易に理解可能であろう。西岡は「理

解とは『意味生成』であり、世界が拡張される経験である」 22）という。教授

方法の習得は、教育の場から気づきや感動を奪ってしまうのである。

　同様なことはブーバーによっても指摘されている。「経験し利用する能力

の向上はたいていの場合、人間の関係能力の低下と引きかえにおこる。」 23）

出会いの感動を求めて教師を志しても、効果的な教授方法は、むしろその

ような出会いの感動を奪ってしまう。出会いではなく形骸化した知識を伝
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達するだけの死んだ存在に堕落することを要求されるのである。

　吉田は、教育の場におけるコミュニケーションを論じながら、「教える」

ことは出会いであり、世界が豊かになる経験であるという。

　

　「たとえば教師がある文学作品・・・を子どもたちに教える場合を考え

てみよう。教師はまず、その作品を「学ぶ」ことを通じて、その作品（と作者）

の「世界」と「出会い」、ついで、その作品を子どもたちと共に「学ぶ」こと

を通して、こんどは、その作品の「世界」のみならず、子どもたちの「世界」

と出会う。子どもの一人ひとりも、教師と同様に、作品を「学ぶ」ことを

通して、まず、その作品の「世界」と「出会い」、ついで、その作品を教師

と他の子どもたちと「学ぶ」ことを通じて、その作品の「世界」と共に、教

師の「世界」、他の子どもたちの「世界」と「出会う」ことになる。そうする

ことを介して、また、教師も子どもも、それぞれ改めて、自らの「世界」

にも「出会う」ことになる。教師の「世界」、子どもたち一人ひとりの「世界」

が、この作品（作者）の「世界」と共に「出会う」ことを介して、自他の「世界」

と「出会い」、それぞれが変化し、豊かとなる。それが「教える」というこ

とであり、「学ぶ」ということである。」 24）

　演劇の場面でコミュニケーションを研究している竹内は、自分の意思を

伝える言葉は、それを語る主体から切り離された「情報」ではなく、語る

主体の世界への働きかけであることを強調する。自己と他者が別々の実体

としてすでに存在していて、その間に情報がやりとりされるという傍観者

的態度から発せられることばには力がなく、演技者の意図は相手に伝わら

ない。ことばが他者への働きかけとなり、他者の世界を変える力を持つた

めには、話す主体である自己が、われを忘れて自分のからだを相手に投げ

かけなければならない。自己がなくなり、からだがからっぽになり、知ら

ないうちに大声が出ているときに、われわれのことばは相手の世界を変え

る力を持つのである。
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　「コミュニケーションの面から見れば、話しことばは、まずなによりも

他者への働きかけです。相手に届かせ、相手を変えること。変えるといっ

ても、行動を変えさせる。持っているイメージを変えさせるなどいろいろ

ですが、とにかく変えることで、たんなる感情や意見の表出ではない。

　ですから話しことばが最もよく発せられる場合といえば、自動車が来る

のに気づかないで歩いている人に「アブナイ !」とどなるときなどはその典

型で、こんなときはからだ全体が単一の目標に向かって躍り上がり、知ら

ないうちに大声が出ている、というわけです。」 25）

　「・・・からだが真に働くのは、からだが忘れられ、からっぽになった

ときであって、それを脱自（エク・スターズ）と呼んでもいい。」 26）

　「こえとかかことばを〈からだ〉の動きと別々に考えることはできない。

自分の〈からだ〉の中でその人に何か働きかけようという「気」がおこった

とき、すっと手が動く、声が出てゆき、相手にふれる。そのとき、相手の

からだの内に、こちらの動きに対応してある動き（自己―触発）が芽生える。

その体験を、ことばを理解したという。私とあなたの「からだ」は、その

一部としてすでに共通の「ことば＝国語」を保有しており、その意味で根

源的に「共生」しており、その「共生」の内での一つの波動が、他の動きを

結晶させるのだ。耳で聞きわけ、語義やニュアンスを了解するという作業

は、きわめて狭い範囲の意識的作業にすぎないだろう。」 27）

　授業にディベートを取り入れることがもてはやされた頃、これを拒否し

た同僚がいた。自分を譲らず、相手を論破することにのみ集中するディ

ベートに、対話にみられるような「出会い」や「意味生成」を期待すること

はできない。自己と他者は、分離した存在として対立し、言い合う。他者

の世界に引き込まれず、自己を維持すればするほどディベートに勝利する

確率は高い。ディベートに、世界の新しい意味の誕生や共同世界の生成を

期待することはできない。この同僚は、ディベートが目指すものと対話的

コミュニケーションが目指すものとは方向が違うことを直感していたに違
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いない。

　コミュニケ－ションに習熟するということは、言い合いやディベートが

目指すように、すでに完成し、動じることもない自己が、出来合いの情報

を相手に送信するという二元論的な相互作用プロセスではない。語る主体

である自己は、我を忘れて自らの意思を、ことばとして、所作として、態

度として相手に投げかける。言わんとする意味を受け取る側では、からだ

を開き、他者が点描によって描き出す新しい世界の意味に気づき、自己を

超越する新しい世界の誕生を経験する。語るものと聞くものは、そのつど

交代し、互いが織り成す共同世界に新しい意味を幾重にも付け加え、それ

に深みを与える。

　自他二元論の言うように、はじめから自己を確定しておくことは、コミュ

ニケーションにとっては、かえって障害となる。というのも、コミュニケー

ションとは、「出会い」であり「響き合い」 28）だからである。出会いは、文字

通り自己から「出て」「会う」ことである。そのとき初め二つの世界は響き

合う。この響きあいは、「青を見る」ときと同じように、自己が存在する以

前の水準において、あるいは匿名の世界においておこなわれる。

　

　「オッと驚いたり、ハッと気づいたり、腑に落ちたり、ズシンと腹に響

いたり、解決のつかない問題がもやもやと胸に湧きだしたりするような『か

らだに響く学び』が起こるかどうかという勝負の分かれ目は、通常技術や

方法と呼ばれているものの次元の下層の、表情や雰囲気や構えのように言

語化しにくい次元でのやり取りによって決まるのではないか。」 29）

　

　西岡の言うように、「教え方の習熟」が、真の意味でのコミュニケーショ

ンの障害となるのは、コミュニケーションの技術化が、自己の固定化と、

目前の他者の世界に対する鈍感さをもたらすからである。われわれの経験

でも、発表原稿を用意した「準備された発表」より、聞く者との臨機応変

のやり取りの方が、かえって感銘を受けることはよくあることである。「教

え方の習熟」は、型にはまった対応しか生み出さない。コミュニケーショ



　

－ 136 －

ンが、確定した自己と他者の間での情報のやり取りではなく、他者の世界

への気づきと自己の成長であるとするなら、特定の構えをなくし、むしろ

自己をやわらかく保つこと、相手のことばを聞きながら、新しい世界の生

成に立ち会うことこそ求められるものであろう。

　コミュニケーションにおいて問われているのは、自己を忘れ、相手に同

調する能力、不完全ながらも他者がそのことばや所作によって描き出す意

味を感じ取る能力、さらにこれらのことを受け入れつつ、自分の指向を相

手に訴え伝える能力、新しい世界に感動する感性、人間としてのやわらか

さ、他者に合わせられる柔軟さ、自分を見失わない存在の安定性、などな

ど、共同世界を形成する上で必要な二つの世界を響き合わせる力である。

　自他二元論に基づいた相互作用的反応では、コミュニケーションのもつ、

新しい意味の生成を経験することはできない。コミュニケーションが新し

い意味を生み出す力を持つとすれば、自己を確定することではなく、むし

ろこだわりを捨て、自己を離れること、新しい意味にからだを開くことこ

そ必要だといわなければならない。というのもコミュニケーションは、他

者との出会いによって世界の新しい意味に気づき、自己を超越していく経

験だからである。

　社会学においてしばしば見られる自己と他者の存在を前提にした古典的

理論は、われわれの日常の経験に照らしてみるとさまざまな点で論理破綻

している。MPの現象学、中でも他我認識に関する彼の論考は、二元論的

な対人関係論を乗り越える上で重要なヒントをわれわれに与えてくれてい

る。MPの哲学に立ち返ることによって、対人関係論はより生活世界に近

い、実践的なものへと発展していくのではなかろうか。少なくとも実践を

重んずる教育の分野では、その動きはすでに始まっているように思われる。
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