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裕一

現在､ 日本国内において ｢日本事情｣ と呼ばれる領域ない しは教育活動が一定の存在性 を獲
得 しつつあるよ うに見受 けられる｡それは､従来の近代的個別諸領域 に並ぶ一つの個別領 域 と
してでもな く､また個別 と個別の と狭間を埋めるいわゆる境界領域 の一つ としてで もな く､ あ
えて言えば "学際的"な領域ない し活動である｡ しか し､いわゆる "学際的"領域が､そ の発
想法の現実鰻 において諸 個別を諸個別 として温存 したまま､いわばモザイク状にその諸個 別 を
̀
̀
接 合" しよ うとす る域 に止まっている限 りでは､筆者な りに観 取す る ｢日本 事情｣ の "
特
質" とは径 庭が存す るよ うに思わ れる｡本報告で は しか し､とりあえず は "学 際的" "総合
的"な知的活動形健 の新 たな可能性を率む もの として ｢日本事情 とそ の教育｣に止 目し､ その
特質 の輪郭 を 日本語 教育の現場の実情に即 して縁 取るこ とで､筆 者な りに抱懐 す る ｢日本事
情｣の "
第三領域性'
'について点描 したい と思 う｡ ｢日本事情 とその教育｣ をあえて "第三領
域'
'として ことさらに宣 揚す るに際 して.筆者 としてはその知的 ･学 問的な特質 に即 した一定
の根拠を念頭 に置いてい るが､同時にそれは､従来の 日本語の研究 ･教育 とも､ 日本学や 日本
研究における研究 ･教育 とも位相を異にする研究 ･教育の在 り方を示唆 しうるはず のもので も
あ り､すなわち､ "第三 領域'
'と称する所以で もある｡ ｢日本事情論 ｣的な観点か らは､ い く
つかの記述的分析 ‑分析 的記述の "視軸"を設定す ることが可能であ るが､本報告では "領域
的な多様性"､すなわち ｢日本事情 とその教育｣の "
汎領域性"に焦 点を当てて論点を構 築す
ることに したい と思 う｡
｢日本事情｣の対象領 域 は教育現場の実情に応 じて多様であるが､ ここではその多様 な対象
性を以下の三つの位相 ‑ すなわち､個別的専門的対象性の位相､常識的通念的対象性の位 相､
日常的教養的対象性の位相 一 に暫定的に配分することでその領域的広表の全体的な布置 を概観
し､後論のための "素材" を共有 しておきたい｡
まず第一に､個別的専 門的対象性の位相であるが､ これは､その対 象性について最 も自覚的
であ り､体系的な整序が 進捗 していると目される位相である｡ここに は､まず､ 日本の歴 史 と
か 日本の宗教l
tいったよ うな 日本学 ･日本研究における個別的専門諸 領域が含まれ る｡ 次 に､
企業関係者や外交官などに対する もので､ 日常的な業務をこな してい く上で必要な､例 えば商
習慣や経営手法や法律的 手続き､あるいは日本人的な交渉手順や思考様式 ･行動様式な どにつ
いての専門実務的知識 を念頭に置いているものが含まれる｡さらには､ 日本の伝統技術や 古典
芸能な どにつ いての専門技芸的内容 もここに含めることができる｡ ｢日本事情｣ の授業 内容 と
しては､それぞれ の個別 専門領域‑の "
入門的 ･初歩的"な導入を念 頭に置いているこ とが多
いが､いずれ に して も､ この第一の位相は､高度 の専門的知識 と経験 的蓄積 を要す る個別的対
象性をその専門性に徴 して概括す る位相 と言 うことができる｡
第二の常識的通念的対 象性の位相は､その対象性に対 して最も無 自覚であ り､意識的な把捉
が乏 しい と目される位相で あるo この位相 においては､ 日本社会 や個々 の所属 機 関で "普通
に"生活 してい くための具体的な知識 ･慣習の習得 ･体得が 目的にな るが､言い換 えれ ばそれ
は "
常識を覚え､身につ ける" ことで もあって､具体的細 目は極めて広範囲に及ぶoそ もそ も
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"
常識" とか "
通念" とか言 うものは､その常識や通念を身につけて しまっている人々に とっ
ては通常は意識の表層か ら脱落 して しまっているものであ り､ほとん ど無意識の うちにその常
識や 通念に則 った言 動を行 ってい るわけであるが ､その "
無 自覚 的常識 の細目を自覚的 に扱
ラ" とい うのが､ この位相の特徴である｡内容的には一応の常識を備 えている人であれば誰に
でもわかることであって､その点で第一に挙げた専門的特殊性 とは距 離がある｡ もっとも､半
ば無意識の行動細 目 ･思考細 目を意識的かつ体系的に提示するための "
専門的な工夫"が必要
になってはくるだろ うが､恐 らくこの種の "
専門性"娃従来の個Bi
J
r
領域的専門性 と娃内藤 を異
にす るものと考えられる｡いずれにして もこの位相の狙い とするところはあくまで も "E
3
本人
学生や一般の 日本人なら当然有しているにもかかわらず､学習者には欠けていると思われる知
識､ とりわE
,
ナ暗然知7
'であ り､ 田泰 とい う地域に特徴的 と<
L
t
Sぼ しき感性様式 ･思考様式 ･行勃
様式などを含む ところの "
脱意識化された対象性"を概括する位相である｡
第三に､上述 した二つ の位相の言わば "中間"に位置する位相 として､ E
!
常的教養的対象性
の位相を措定することができる｡この位相は､言わば "
両端"が上記二つの位相に "
連続的に
移行 していく" ものの1常識 と言 うほどには一般 陀されてはお らず .また通念 と言 うほどに揺
脱意識化されて捻いない対象性であ り､他方､特殊専門的 と言 うほどに娃高度の知識や訓練を
要せず､また個別領域的 と言 うほどには分稚 Q独立 して接いない対象性であるO異体的な下位
区分を多少試みてみれば､一つには､ 日本の気候 や風土 ･自然環境 ･地理的諸条件､風俗 b習
慣や伝統芸能 ･伝統芸術､伝承的な神話 .民話や技術 小工芸､ 人生観 e備億観 や倣界観､など
などの特徴 ｡特質を枚挙的に級お うとするタイプが挙げられる｡ さらを
こ､塊根 日本社会の時事
的な諸問題を具体的な手がか りとしで扱いつつ､またその前程諸条件や関連諸問題について触
れつつ､日本の社会や 文化の特徴 .特質を抽出 していこうとするタイ プ も見 られる.また､ E
j
3本の地域社会､ E
j泰の地場産業など､ ｢E
]泰の 専トキ̲
jとい う限定
本の文学､ 日本の歴史､ E
詞をつけた個別諸領域を "
窓" として､そこか ら "日本的" とおぼ しき特徴 ｡特質を一般化 し
て扱お うとす るタイプも含まれる｡いずれにして も､ "日本文

稚

さ日泰社会 qE
i
本人の功罪合

わせ持つ諸特徴について兵庫的事例に即 して紹介 し､その般底にある文化約滴値や社会的様式
の理解を巨
封旨し､ よって もって二国間関係や国際社会における相互理解に資するこ

ど

'とでも

まとめることができるようなだ漠 とした内容を概括する位相である｡
これ ら三つの位相は相互に "
連続的に"っながってお り､それぞれ に "配分" されている内
容項 目も流動的であ り相互汝透的で もあって､総体 として重層的 ｡階層的な網 目状の構造を成
しているもの と思われるOそ して､これ ら三つの位相によって包摂 される対象 "
項 目"は､実
は､ ｢日本｣ とい う広義の地域社 会ない し文化共 同体を構成する対象 "項 目" の総体に重な
る｡ しかも､教育現場の実情 として､学習者の母語 ｡母文化 ･母社会 との比較対照を多 くの場
合念頭に置いていることを考えれば､そ してまた現実の国際関係のただ中において ｢日本｣や
｢日本人｣が孤立 した存在であ り得ないことを考えれば､ ｢日本事情 とその教育｣の対象性は
理念上はまさに 山
世界の総体"を ‑ それ も概念的抽象的に と言 うよりは 日常的具体性において
一 級お うとすることにもなるのである｡ 日本車情教育の現場において､様 々な条件下でも)
わば
自然発生的に生み出されてきたところのこの "
実態"に即せば､ ｢日本事情 とその教育｣の対
象領域 として､この "
世界の総体"の "
部分"ない しは "
編棒点" と しての "日本の総体"を
事実 上念頭に置いている と言って も過言ではないO我々に とって開港 は､ このような多様性な
い し汎領域的な錯雑性 とい う "
現実"をどのように把握 しうるか､である｡
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従来の日本語教育の現 場の発想では､大きく概括 して言えば､上述 したよ うな多様な対象項
目の中から適 当な項 目を ピックア ップ して 日本語学習の動機づけや 日本語運用 力強化のための
背景的知識 として利用す る とい う扱いか､雑多な対象項 目を従来の個 別諸領域に分解 し､歴 史
や文学や政治などな どの専門的内容に対応する初歩的 ･入門的な内容 に縮減 して しま うかの ど
ちらかであったように思 われる｡ もとより､この発想を否定するつ も りは無い｡現実問題 とし
て､ 日本についての知識 (
それが 日本学 ･日本研究の専門に関わるものであれ､実務的な内容
であれ､あるいは単なる好奇心であれ)の獲得 とそれに基づいた具体 的活動 (
研究であれ実務
であれ単なる観光であれ )が 目的であれば､ 日本語学習はその日的遂行のための前提的 ･道具
的要請であることは否定すべ くもない事実であるからであるOそ して､ ｢日本事情｣ として概
括され得る対象項 目がそ の "目的 と手段"の双方に振 り分けられる傾 向を見せる こ とも､また
自然な成 り行きだ と思われるからである｡筆者 としてはしかし､この傾向を認めた上であえて
"
第三の可能性"を模索 したい と考える｡
筆者な りの意図を縁取 り､その輪郭に背景を与えるために､ここで迂路を介す るよ うで はあ
るが､ある文献か ら若干 の引用を介在 させておきたい｡それはまた､筆者な りの課題意識 に思
想史的な深度 を与え うる はずであ り､かつまた､哲学的な視界をも拓 き うるもの ともな るはず
である｡
r
思想史的なパ‑スペ クテ イヴにおいて過去を顧みるとき‑ (と廉松渉は述べる) ‑
古′
代ギ 1
)シャの世界観､中世 ヨーロッパの世界観､近世 (
近代) の世界観 とい うよ う
に､世界了解 の根本的な構 えと図式に断続 的な変化が存在することに気が付 くO各々の
時代 はその内部に相対立 し相抗争す る諸多 の思潮 をもつ とはいえ､対立 といい抗 争 と
いっても､それは所詮､当代の地平 とい う共通な土俵上での出来事である｡なるほ ど､
微視的にみれば､断続面は必ず しも平滑で はないし､各時代の内部にもそれぞれ幾つか
の段階を劃す ることができる｡ とはいえ､古代ギ リシャの思想はいかにも古代ギ リシャ
的な､中世 ヨー ロ ッパの思想は所詮は中世 ヨーロッパ的 と呼ばれるべき､それぞれ共通
な発 想法に立脚 して いるO近代以降における､いわゆる資 本主義 的文化 国内の諸 思想
は､重商主義 (
絶対主義)､産業資本主義 (
自由主義)､独 占資本主義 (
帝国主義) の
各段階に応じて多分に様相を異に しつつ も､概 して共通な世界了解 の構図に立脚 し､或
る共通な発想法を分有 しているC
ここにい う近代的世界了解の構え､すなわち､資本主義時代に照応するイデオ ロギー
とい う意味でのブルジ ョワ .イデオ ロギーの地平 ‑ ･､このブルジ ョワ的世界観 の地
平が もはや梗椿に転 じ､破綻に瀕 している こと (
それは単なる "
西洋の没落"な ど とい
うものではない 日 ､ さりとて､人びとはまだ､それに代わるべき新 しい発想法 の地平
を､明確な形で向日化 しうるには至っていないとい うこと､今 日の思想的閉塞情況 は､
要言すればこれに起因するものであると看ぜ られる｡
われわれは､今 日､過去における古代ギ リシャ的世界観の終恨期､ 中世 ヨー ロッパ的
世界観の崩壊期 と類比的な思想史的局面､すなわち近代的世界観の全面的な解体期 に逢
着 している｡ こ う断 じて も恐 らくや大過ないであろ う｡閉塞情況を打開す るためには､
それゆえ ‑ ･ "
近代的"世界観の根本図式そのものを止揚 し､その地平か ら超脱 しな
ければな らないO｣ (
廉松渉 『
世界の共同主観的存在構造』講談社学術文庫版､ 1991､
pp i
6‑
7)
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廃校はこのような歴史的 ･思想史的な時代把捉の下で､ ｢
言語存在｣について次のように述
べる｡
｢
近年､哲学者たちの言語観に ‑ p披本的な変化が生 じはじめているよ うに見受けら
れる｡ ‑ 4 『
中世的世界観が "
生物" をモデルに して万物を了解 し､近世的世界観が
"
機械"の存在構造に定位 して視界を拓いた』 と云われ うるのに対 して ‑ ･､いまや
『
言語存在』の究明を通路にして新 しい世界観的な視座が模索 されつつある｡ ｣
(
同､p7
5)
｢
書語は.我々の日常生活に とって余 りを
こも身近かであるた糾 こ､ とい うよりも､われ
われは､ 日常､すでにして既成の 〇
一
近代的"言語観を受け容れて しまっているので､そ
れの特異な存在性格を肴過ごしがちである｡ しか し､言語がかつて典型的な呪物であっ
分析 し
たことを想起するまでもなく､ マルクスの レ トリックを籍 りていえば.言語は 『
てみる と形而上学的な脆計にみち､神学的 な悪戯にみ ち』てお り､ "
近代的"分析的悟
性をことごとに翻弄するC言語は,一歩退 いて考 えてみると､そもそ も近代的な陛界観
の図式に娃収まりきれないむ｣ 洞 ､pp.
7
5‑
6
う
｢
音譜について考察する場合､われわれは とか く 『
言語なるもの』を実体椎 しがちであ
り､日本語の歴敷

日本語におを
する音頭の変遷 とか､活用形の変遷 とかい う場合など､

宛か も 『日本語』なるものがあって､それが 自然史的な変椎を遂げるかのように表象 も
ノ
て しま うO しか しなが ら,あらためて言い立てるまで もな く､当該の言語的交通の主体
とそれの営みを離れて 『
言語』なるものが 自存す るわけではないoテ‑プや紙に記録 さ
れた 音声や文字形象の如きエルゴンは､それが生きた言語的交通の契機 として機能 しな
いかぎ り､単なる雑音や汚在にすぎず､ レア‑
li
,
な観点から言えば､言語捜､発詩的に
表現 されるたびごとにその都度､生産 (
再 生産) されるといわねばならない｡ しか も,
表現者 と理解者との "
共犯行為"が成立す るかぎ りでのみ,濠たその場南でのみ .露語
ははじめて真に実在するC｣ (
同､p.
li
ヰ)
唐松が ここで述べ ている ｢
言語 存在｣の在 り様 は､ 日本語教育 の現場 から捉 え返 してみれ
ば､いわゆる語用論的視座やいわゆるコ ミュニカテ イヴ ･アプロ‑チ の発想における ｢
言語運
用｣の捉え方 と通底 していることは見易いはずであるO筆者 としては､ ｢
言語｣のこの動態把
握を旨としつつ､言語の具体的な運用の =
妥当性"あるいは "
場面適 合性" (
それは､語用論
に言 うところの "場のコンテクス トによる意味生成"の問題であ り､ コミュニカテ イヴ ･アプ
ローチにおける "
現実的コミュニケ‑シ ョンの成立可能性"の問題でもある)に着目するo
｢
言語｣は､具体的な 吉語的コミュニケーシ ョンの場面において､ ｢
表現者と理解者 との共
犯行為｣ として機能 しな ければ､ ｢
言語｣ として存立 しない｡ しか も､この ｢
共犯行為｣の十
全な実覚には､表現者と理解者とが当該言語主体 として共同主観催されていることが前棟を成
場面の
すが､同時にかつて時枝が指摘 した如き ｢
場面の共有｣が可能でなければならないO ｢
共有｣ とい う事態は､ しか し､言語的コミュニケーシ ョン場面におけるいわば "
情況的意味"
の共 有の謂 いであって､ただ単に物理的な空間的 ･時間的場所における共存で はない｡従っ
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て､言 うところの "
言語 的交通場面における情況的意味 とその情況的意味に通分的な .
‑
I
,
=
i
r
L
吾
の運
用形式 との関係を体 系的に記述 ･整序する こと"が､ と りもなお さず "場面適 合的な L
;.
i
.
1
書
形
式"すなわち "自然な言葉の使い方"を体系的に習得せ しめる上での ､言語理論的に も教育 jf
法論的にも必要な作業 となるはずである｡
言語的コミュニケーシ ョンの動態研究に際しては言語学と社会学や コミュニケーシ ョン論や
心理学などとの連携が模 索 され､ "
学際的"な研究の進捗 も見受けられる｡ 日本語学や 日本語
教育学もまた例外で はない｡ しか し､ ｢
言語 と場面｣の関係性における ｢
場面｣それ 自体の
̀
̀
社会的 ･文化的な区分 ･整序"については､いわゆる "
場面シラバ ス"や ̀
̀
機能シラバ ス"
など教育方法上の工夫に即 してある程度の分類が試み られているとは言え､体系的な分類 ･整
理 とい う意味では､事実 上ほ とんど手わかずの状態にあるとい うのが実態であろ う｡ ｢E
]
本事
情｣は先に述べた "
汎領 域性"の故に､そ してまた日本語教育 (
言語 教育) との現場的一体性
の故に､上述 したような ｢
言語 と場面｣の系統的な関係性について積極的な立言を行い得 る有
利 な立場にある よ うに思われる｡ しか も､ ｢
言語 と "場面"｣ の相互関係 は ｢言語 と "文
ピ'｣の相互規定的 関係性 に関わ る諸問題 をも見通 しうるもので あ り､従って ｢日本事 情｣
イ

は､従来の言語論や言語 文化論あるいは日本文化論やコ ミュニケーシ ョン諭､ さらには社会学
や心理学また哲学な どと課題領域の一斑を共有 しつつ､ ｢
言語 と文化｣に関わる伝統的な問題
群に対 しても､独 自の利 点を生か したアプローチが可能な立脚点を有 していることまでは主張
しうると言えるよ うに思 われる｡ ｢日本事情 とその教育｣の学閥的射程は､ こうして､単なる
日本語教育の動機づ けや 背景説明の手がか りの域をはるかに超えて､ "
言語の社会的 ･文化的
存立性"をもその圏内に擬えることになる｡
他方において､上述 した "
汎領域性"は､教育現場の実情に強い られつついわば即日的 ･自
然発生的に成立 した性格 特性であ り､様々な領域を意図的に網羅 しよ うとした結果ではな い と
い うことも指摘 しておか ねばならない｡ 自然発生的に成立 した汎領域 的 "
錯雑性"であるか ら
こそ､その錯雑に絡み合 った内容項 目を解きほぐし､諸個別領域に属するもの として分類 し直
し､個別的諸学問 ･諸領域の初歩約 ･入門的な準位に位置づけ返 して しま うことで､ ｢日本事
情 とその教育｣なる領域 ない し授業科 目は､留学生教育の一環である とい うある意味では特殊
な一点を除いて､事実上解消することができると考えるのも近代的要 素主義的発想か らすれば
無理のないことか もしれない｡
しか し､ "
汎領域性" の成立が ̀
̀
自然発生的'
'であったとすれば､ その自然な発生を促 した
何 らかの前提諸条件が存 在 しうると考えることも可能であるはずであ り､ さらには､近代的要
素主義的発想の問題性や ､あるいは､近代的学聞知の個別性故の視野狭窄､それ故の限界性が
指摘 され緩 けて既に久 しい とい う思想史的文脈を も念頭 に置く必要があ る｡筆 者 として は､
｢日本事情 とその教育｣ が即 日的に体現 している "
汎領域的な性格特 性"を､先に引用 した虞
松渉の思想史的な時代認識を共有 しつつ､積極的に捉え返す可能性を模索 したい と考える｡
ここでは､ これまでの論脈に即 して､上述 した ｢
場面｣の実態に日を向けて論点を摘出す る
ことに しよう｡そ もそ も ｢
場面｣ とは如何なるものであるかD例えば "
駅の切符売 り場の窓 口
で切符を買 う" とい う ｢
場面｣を想定 してみよう｡そこには､駅舎が あ り､そこには切符 を売
る窓口があ り､そこには切符を売る駅員がいる｡それ らは全て鉄道網 とい う地域 と地域 とを結
ぶ有料の輸送システムの一部であ り､ある場所に移動 したい とい う希望をもった人が､その輸
送システムを利用 して希望を実現す るための必要な手続きが定められ ている｡その手続 きを完
遂するには､ しかるべき言語形式で窓口の駅員に話 し掛けねばならな い｡等々｡ もちろん､あ

1
0
3

る特有の脚面のみが クロ‑ズア ップされることはあ り得て も､その牌 面のみで ｢
場面｣の内実
が賛成されるわけでさ
まな いD r
場面｣ とはいわば "
舞台"であ り､そ こには大道具､小道具､
衣装や背景､相手役のみ ならず他の共演者 も登場 し､それぞれの出演 者にはそれぞれの役柄が
あ り､感情や欲求 もあり､一定の筋立てがある｡ この ｢
場面｣を "
一 つの場面'
'として把捉 ･
了解することは､決 して 当の ｢
場面｣を個別的な諸要素に分解 して理解することではない｡ も
ちろん.償kの諸要素について個別に記述することは可能であるが､ その儀別的な記述の集合
体が ｢
場面 (
の意疎 ‑情況的意味)｣を構成するわけではない｡ .
｢
場 面｣ とは､いわば "有機
的な統一態"の底を成す ものであ り､いくつかの "
焦点"を持 ちうる "
意味的額軽態 (
有意義
的連関態)"であるO
｢
場面｣を区･
/
'
7
2
7･整序 レ=
,
つ､当の ｢
場鼠

に適合的な言語表現の運用窺別を体系推 しよう

とする作業､ない しは､場面適合的な言語の運用形式を系統的に記述 しつつ､当の言語形式が
適合する ｢
場面｣を体系的に区分 しようとする作業は､要素主義的に分解 した近代の個別的専
汎領域
門諸領域の良 く為 しうる ところとは言えないO ｢日本事情｣は しか し､その即日的な "
性"の故に‑｢
場面｣の "有機的統一性"を視界に捉え うる素地を手中にしてお り､ "
汎領域的
な錯雑性芦
'をあえて逆手に取ることを企図する所以であ′
る｡

を補完する機能を含みつ つも決 してそれにつきる ものではな く､地方 において､近代的個別諸
領域 b諸学問に分解せ しめてその入門的 ･初歩的内容を扱 う機能を有 しつつ も､これまた､決
してそれにつきるもので はないoこの即日的な "
過剰性"が､ 自然発 生的 とは言え如何なる前
提諸条件に因るものであ るのか､さらに､その "
過剰性"それ 自体が 如何なる内実を有 してい
るのかtそ Lてこの "
従来の発想に対 して過剰であること7
7が如何な る学問的地平を拓き うる
のか､ といった問題につ いては機会を改めて論点を提出することにせ ざるを得ないが,ここで
は､ とりあえず､この ̀
心
過剰性ヲ
芦‑すなわち､ 日本語教 育 とい う第‑
‑の領域に対 しての過剰
性､並びに､近代的個別 諸学問 ｡諸領域 とい う第二の領域に対 しての過剰性､この二重の "
過
剰低"‑に徹 して､ ｢
日本事情 とその教育｣の "
第三領域性"を点描 し得たことに して､報告
を終えることに したいと思 う｡
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