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１. 研究の目的と方法

　本稿の目的は，文学教育の目標論を追究し，それを

論理学的視点から理論的に論述することにある。文学

教育の目標論は，戦後の国語教育論争史に位置付く理

論的な議論だけでなく，実践的研究を含むこれまでの

国語教育学の先行研究において議論が重ねられてき

た。本稿ではこれらの知見を見据えつつ，マリー＝

ロール・ライアン（1991）をはじめとする「可能世界１」

という理論的装置を用いることで，物語世界と生活世

界の関連について考察する２。可能世界の扱いは様々

ではあるが，『岩波哲学・思想事典』では，可能世界

を「現実の世界とは内容が異なっても論理的には可能

な事象系列として考えることの世界（p.253）」と説

明している。

　私たちは文学作品を読んだ際に立ち現れた自己を，

現実の生活世界における自己と同一視し，登場人物へ

の理解を生活世界での他者理解と重ねて捉える側面を

多分に持つ。しかし，物語世界と生活世界は，ひと続

きのものとして捉えてよいのだろうか。本稿では，ネ

ルソン・グッドマン（1978）による「対立する真理

の調停」とライアンによる「代替可能世界への中心移

動」という考え方を軸に，文学教育で実現する（目指

すべき）学びについて考察する。その過程で，論理学

的な視点から文学教育の目標論を探究する。

２. 問題の所在

　文学教育の目標論について，田近洵一（1991）は

戦後の文学教育問題史を説明する中で，「現実認識の

文学教育」と名付けた整理を行っている。その中で田

近は，「文学による教育ではなく文学の中に自己を解

放していく文学体験そのものの教育を求めたいと考え

ている（p.55）」と述べている。これは，文学作品を

利用した言語要素指導・言語技術指導，あるいは文学

作品をカノン化する教養主義や徳目主義，さらには文

学作品の思想感情を植付ける感化主義といった立場に

対する批判の上に，「文学体験そのものの教育」を求
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めることを意味している。田近は，戦後の文学教育問

題史を描くことで，「状況との緊張関係を失ってその

性格が不鮮明になりがち（p.55）」な文学教育のあり

方を問い直そうとしたのである。文学教育問題史にお

ける「問題」は一様ではないものの，文学作品と読者

主体との関わりをどう捉えるのかという争点は，当時

も現在も文学教育の目標論を論じる上で無視すること

はできない。

　直近の議論としては，文学研究の立場から田中実

（2013）の「〈主体〉の構築」と題した考察がある。

田中は，「一人称の生身の〈語り手〉のナラティブを

相対化すること」（＝〈語り〉を再構成すること），

つまり「〈メタプロット〉を構築すること」において，

読者の「〈主体〉の構築」が始まると述べている（p.9）。

その際の鍵となる概念を「地下二階」と表現し，「「同

時存在」＝パラレルワールド等の「地下二階」（p.8）」

と言及している。

　読者は作者によって構築された「メタプロット」と

しての「地下二階」を見ることによって，「世界観の〈自

己倒壊〉」，自己の「世界観の真偽の認識を問い，そ

の価値世界を瓦解」させられると言う（p.9）。田中

において，（田近の求めた）文学体験は，世界に対す

る捉え方の倒壊，それによる読者主体の構築という，

より徹底した形で究明されている。田中とは，「地下

一階」で議論されているにすぎない作品解釈（その解

釈は読者依存でアナーキー３）を，「地下二階」の現

前へと至らしめるために，「第三項」（客体）を措定

し（p.5），この理論的装置（第三項理論）を用いた「読

み」の実践を，より徹底した作品解釈として記述する

形で論述されたものであると位置付けられよう。

　しかしながら，これまでに第三項理論は，以下のよ

うな問題を指摘されてきた。すなわち，術語の特殊性

の問題，テクスト論を超えていない（作品解釈の枠を

出ない）点，それに起因する教師主導の授業の誘発と

いった問題点である。このうち，術語の特殊性につい

ては難波（2018）が，田中が文学研究者であったた

めに，第三項理論という「「一般文学論」「読むこと教

育論」「哲学論」を，「個別作品論」のなかで発見した「術

語」で語らざるを得なかった（p.19）」と説明している。

そのために，第三項理論の術語は特殊性を帯び，結果

として学問領域を超えた議論を難しくさせている。ま

た，助川（2017）は，文学テクストの精緻な読解を

重視する第三項理論を「テクスト論の「亜種」とさえ

いえる（p.59）」と位置づけた上で，なぜ反テクスト

論の人びとがそれを「根幹理論」としてむかえたのか

について考察している。そして，テクスト論であるが

ゆえに，影響を受けた授業が，第三項理論にもとづく

追究の成果を正解とする正解到達主義や，その成果を

伝達する教師主導の授業となってしまうといった問題

点が指摘されている（助川,2017;難波,2016）。

　それに対し，本稿では，複数ある世界が同時存在的

であるという捉え方そのものについて，可能世界とい

う理論的装置を用いた考察を行う。一つは，論理学の

用語を用いて考察することで，領域横断的な議論を可

能にするためである。いま一つは，テクスト論を軸に

しながらも，テクスト論を超えた議論の中に，文学教

育を位置づけるためである。

　また，なぜ論理学なのか，この背景には，論理を

めぐる教育改革（学習指導要領の改訂）の問題があ

る。平成30年の学習指導要領の改訂において，高等

学校国語科の科目編成は大きく改編される運びとなっ

た。なかでも，選択科目である「論理国語」と「文学

国語」の新設に対しては，「文学と論理を二律背反の

ものとして捉えるメッセージを出している（大内・紅

野,2020,p.14）」という批判がある。さらには，「「文

学国語」をナショナルな感性・情緒の領域へと追いや

り，「論理国語」で実用性と形式的な論理操作ばかり

を前掲化させた（五味渕,2020,p.70）」とさえ言われ

ている。したがって，論理と文学とを二律背反のもの

として捉えるのではなく，論理という視点から文学教

育の可能性について考察することには，今日的な意義

があると言える。

　繰り返しになるが，文学作品と読者主体の関連（本

稿では，物語世界と生活世界の関連）についての議論

は，これまでも文学教育を論じる際の重要な基軸であ

り，今もなお文学教育研究（実践）の本質である。現在，

様々に提案されている文学教育研究（実践）は，その

蓄積自体に価値があるとはいえ，その本質が議論され

ない限りは単なる羅列にすぎず，それこそがアナー

キーである。文学教育研究（実践）を国語教育学にお

いて学問的に積み上げていくためにも，本稿では，い

ま一度，文学教育の目標論を展開し，論理学的視点か

ら文学教育の可能性を論述したい。
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３. 複数の世界に関する議論の概略

　本稿の主旨は，ライアンの物語理論をもとに，物語

世界と生活世界の関連を探ることにある。そこでここ

では，複数の世界に関する議論を概観するために，試

みとしてデイヴィッド・ルイス（1973）とグッドマン，

及びライアンの比較を行い，何が議論されてきたのか

を明らかにしたい。

　【図１】に示すのは，複数の世界をめぐる三者の議

論の関係である。ルイスによる「代替可能世界」の措

定に対し，グッドマンはそれを否定する立場をとる。

一方でライアンはルイスの代替可能世界を引き継ぎ，

発展させていることを示している。

　本稿が注目するのは，ルイスとグッドマンが対立関

係にあるにもかかわらず，対立するはずのグッドマン

とライアンとに共通点が見られる点である。

　【表１】に示すのは，試みとして整理したルイスと

グッドマンの相違点である。【表１】の右下にあるよ

うに，グッドマンの批判は，「可能世界の実在化」に

向けられている。両者は，実在論に立つのか，非実在

論（唯名論）に立つのかという点において大きな相違

を見せる。グッドマンは徹底して可能世界を否定して

はいるが，それは主としてその実在化に対して行われ

ており，複数の世界という考え方そのものに向けられ

ているのではない。

　グッドマンの主張は，可能世界を論じることを退

け，世界制作の方法を論じるところにあった。ゆえ

に「世界よりもヴァージョンに焦点を絞るほうが得策

（p.176）」として，世界の複数性を論じることを避け，

世界を記述する方法を論じることに専念した。「世界

制作はあるヴァージョンに始まり，別のヴァージョン

に終る（p.177）。」というのがグッドマンの主張であ

る。

　一方，【表２】に示すのは，試みとして整理したグッ

ドマンとライアンの共通点である。両者の大きな共通

点は，現実の生活世界を，その実在性に囚われること

なく，虚構とみなすことができる点にある。さらに両

者は，示す対象（体系／ヴァージョンか世界か）こそ

違うものの，複数の「体系／ヴァージョン」あるいは

「世界」が，別の位相に位置付き，代替可能であるこ

とを主張している点で共通する。

　つまり両者は，複数にある世界が同時存在的である

という点で共通していると言える４。そこで，引き続

き本稿では，同時存在的な複数の世界という世界観

が，文学教育にとってどのような意味をもたらすのか

考察していく。

４. 対立する真理の調停

４. １　グッドマンによる対立する真理の調停

　グッドマンは，対立する真理の調停を論じる中で，

【図1】複数の世界をめぐる議論の関係

【表1】ルイス（1973）とグッドマン（1978）の相違点

【表2】グッドマン（1978）とライアン（1991）の共通点
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複数のヴァージョンを異なる位相に位置付くものとし

て捉えることの有用性を主張している。ここではその

詳細な議論は避けるが，大概を以下に示す。

　　a)パルテノンは無傷である

　　b)パルテノンは荒れ果てている

　　　⇒異なる時間部分にとって「真」

　　c)リンゴは白い

　　d)リンゴは赤い

　　　⇒異なる空間部分にとって「真」

　上記の例において，対立する真理は「観点または座

標系へ相対化することによって」調停し得る（p.200）。

しかし，以下の例はどうだろうか（番号は引用元によ

る）。

　　(9) 地球は回転するが，太陽は動かない

　　(10) 地球は動かないが，太陽は地球の周りを周

転する

　　　　↓次のように解釈可能

　　(11) 地球は太陽との相対的関係で回転する

　　(12) 太陽は地球との相対的関係で周転する

　　　⇒(13) 地球と太陽の空間的関係は，方式fに

従って時間とともに変化する（p.204）

　(11)と(12)は，単一の言明(13)に等しい。よって，

この例においても，(13)において調停できると仮定

できる。しかしその際，(9)と(10)において対立して

いた「運動」（動くのは地球か太陽か／どれだけ動く

のか）は捨象される。

　グッドマンは，対立する真理の調停が，「不一致を

招いた特徴を消去することによってもたらされている

（p.204）」と言及している。「時間に対する距離の変

化についての言明(13)は，地球の運動についての相

反する記述(9)と(10)にかんしては中立であるが，地

球のような物理対象を認めない知覚ヴァージョンとは

衝突する（p.211）」と言う。このことをより明確に

説明するのが以下の例である。

(14) あらゆる点は，一本の垂直線と一本の水平

線からできている

(15) どの点も直線やその他のものからはできて

いない

　↓

(16) 当該の正しい体系のもとで，各々の点にか

んし，一本の垂直線と一本の水平線の組み

合わせとその点とには相関関係がある。

(17) 当該の（もうひとつの）正しい体系のもと

で，どの点にかんしても，他のいかなる要

素の組み合わせとその点とに相関関係はな

い

　⇒直線と点の両方を含む世界で，両方とも「真」

　上記の例も，(9)(10)→(11)(12)のプロセスと同様

に，「点の合成」を捨象することで，調停を実現して

いる。対立する真理の原因となる特徴を捨象すれば，

「事物も事実も世界も欠いたヴァージョンだけがわれ

われのもとに残される（p.212）」。ゆえにグッドマン

は，可能世界の存在については論じないという立場を

とるのである。とはいえ，グッドマンも可能世界論者

の言う「世界」と同様に，可能な「ヴァージョン」が

存在することを主張し，以下のように論じている。

(18) 点はスクリーンを横切って動く

(19) そのような点はない

　さらにグッドマンは，(18)と(19)の例を提示する

ことで，「(14)と(15)は同じ点について語っているの

か。点が横切って動くスクリーンは，横切って動く点

がないスクリーンと同じだろうか（p.212）」と問う。

「対立するあらゆるヴァージョンは別々の世界を記述

する（p.212）」というのがグッドマンの結論である

と言える。

４. ２　真理の調停と「読み」の深まり

  グッドマンによる対立する真理の調停が，文学教育

におけるどのような問題と関連するのか。例えば『よ

だかの星』（宮澤賢治）を教材とした際の，学習者の

反応に以下のようなものがある。

①よだかは勇気のある鳥である

②よだかは勇気のない鳥である

　上記の対立する真理をどのように調停することが文
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学教育なのか。少なくとも「観点または座標系へ相対

化すること」による調停は，可能ではあるが目指すべ

き姿とは言い難い。なぜなら，例えば①②を異なる時

間部分において調停すると，「よだかには，勇気があ

る時もあれば，ない時もある」という解釈に至る。こ

の解釈は「真」ではあるが，「読み」の深まりという

面から見ると，登場人物である「よだか」の置かれた

状況や，内的活動としての生への葛藤等が考慮される

ことのない浅い解釈であり，こうした調停が文学教育

として十分であるとは言い難いからである。

  では，(9)(10)→(11)(12)⇒(13)のプロセスによる

調停はどうだろうか。やや強引ではあるが，一例とし

て以下のように調停できると仮定できる。

③よだかは生への葛藤の末，弱者の生を選んだ

勇気のある鳥である

④よだかは生への葛藤の末，自身の死を選んだ

勇気のない鳥である

⇒⑤よだかは生への葛藤の末，自己の考える生

を貫いた鳥である

　この①②→③④⇒⑤に至るプロセスにおいては，①

の「勇気のある鳥」という言明と②の「勇気のない鳥」

という言明それぞれの背後で，「よだか」に対するど

のような解釈が行われているのかを追究し，そこから

不一致を招いている特徴を究明した上で，その特徴を

消去することによる調停が行われている。

　例えばこの場合，「よだかの死」は他者救済か／自

力救済かという点を，不一致を招いている特徴と捉

え，それを消去する「自己の考える生を貫いた鳥」を措

定することで対立する真理の調停を実現させている５。

このプロセスは，多くの文学の教室においては，授業

者である教師の専門性（学習者の実態把握と徹底した

教材分析）の下で実現する。教師の力量が低いと，対

立する真理の調停は，先のような「勇気がある時もあ

れば，ない時もある」といった「観点または座標系へ

相対化すること」による調停に留まり，⑤に至る調停

は実現しない。それどころか，対立する真理を調停す

ることなく，提出されたそれぞれの言明を各個人に帰

属させ，多様性の名の下に「アナーキー」を放任（助

長）すること（みんな違ってみんないい）にもなりか

ねない６。授業者である教師には，その専門性の下，

学習者それぞれの言明の背後にある「よだか」の解釈

を追究し，言語化した上で，不一致を招いている特徴

を学習者と共に究明し，調停するだけの力量が求めら

れる。そしてその力は，教師だけでなく，小学校高学

年（あるいは中等教育）以降の学習者に育みたい力の

一つとしても位置付けられよう。

　このプロセスにおける調停は，いわゆる「アナー

キー」を課題とする教室に対して，全体交流での「読

み」（授業のまとめ）の終着モデルを提案するという

点で大きな意味を持つ。特に，意見の異なる学習者の

対立関係（権力構造）が課題である教室においては，

排他的な集団を協調性の高い集団へと変容させるとい

う教育目標の下，このプロセスの有用性は高いことが

予測される。

５. 代替可能世界への中心移動

５. １　ライアンによる中心移動

　しかし，不一致を招いている特徴を消去すること，

捨象する手法を，文学教育の中心に据え，主軸として

しまってよいものだろうか。『よだかの星』で言うな

ら，「よだかの死」は他者救済か／自力救済かという

特徴を捨象することによる調停は，文学の教室におい

て本意ではない。なぜなら，「よだかの死」を巡る終

わりのない議論こそが，『よだかの星』を教室の仲間

と共に読むことの醍醐味であり，一つの文学的文章教

材を複数名で読むことの面白さであるからである。

　ここでは，不一致を招いている特徴こそを議論する

文学教室がどのようにして学びをもたらすのかを理論

的に説明することを目指して，まずはライアンの物語

理論を考察する。

　実在論を否定し，唯名論を徹底したグッドマンに対

【図2】代替可能世界と中心移動（便宜上，私的に図化）
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し，可能世界の議論に正面から取り組んだライアン

は，ルイスの代替可能世界という考え方を発展させ，

新しい物語理論の提出を試みた。ライアンは，代替可

能世界〔alternative possible world〕（APW）について，

代替可能世界は「わたしにとって実際ではない。とい

うのも，わたしはそういう世界を，可能性の宇宙に浮

かぶべつの惑星から見ているからだ（p.42）」と述べ

る。

　つまり「わたしにとって実際」である世界は，絶対

的観点からは可能性の宇宙に浮かぶ一つの惑星，代替

可能世界の一つにすぎない【図2】。しかし「わたし

にとって」は，それが（虚構であれ）現実であり，そ

うした現実が複数存在しうるのである。そしてライア

ンが着目するのは代替現実体系（APW）「中心移動」

である（p.52）。「非事実陳述では，話者がAPWを外

の視点から記述するのにたいし，虚構では，われわれ

にとってはひとつの可能世界にすぎないものに書き手

が移転し，そこを代替現実体系〔alternative system 

of reality〕の中心とするのだ（p.52）」。ライアンの

言う「中心移動」は，生身の作者だけでなく，生身の

読者も該当する。ゆえに，私たちは読書行為の開始と

同時に物語世界（ライアンで言えばテクストの指示対

象世界）に没入（中心移動）し，虚構世界における実

際の世界（AW７）を「わたしにとって」の現実とし

て生きることになる（その世界には様々な登場人物が

生きていて，それぞれに虚構を構成するので，複層的

である）。これらの世界の一つひとつを代替可能世界

（APW）と呼ぶことができよう。

　ただし，物語世界に没入した際の実際の世界（AW）

は，一つの代替可能世界（APW）には違いないが，「登

場人物の精神活動によって創造されるのではなく，絶

対的に存在しているという点が，物語体系にあるほか

のAPWと違う（p.193）」。読者は，例え物語世界への

没入以前の実際の世界（AW）を複数世界であるとみ

なしていなかったとしても，「TAW８に「他」なる領

域が実在していることを読者は受入れる（p.194）」。

即ち，実際の世界（AW） に生きる種（人間等）とテ

クストの《実際の世界》（TAW）特有の種（妖精・こ

びと・龍）が共に生きることも突飛なこととは捉えな

い。

　また，「物語体系における世界どうしの関係は，静

的ではなく，ひとつの状態からべつの状態へと変り

つづける（p.203）」。この諸世界の動きが残す痕跡

が「筋」である。ライアンは，「運動が起こって筋が

始動するためには，テクスト宇宙でなんらかの葛藤

〔conflict ／齟齬〕がなければならない（p.203）」と

述べ，葛藤について以下の５つの観点から言及してい

る。「TAW ／私秘的領域の葛藤」「ひとりの領域内の

葛藤」「ひとつの私秘的世界内の葛藤」「異なった人

物の私秘的世界どうしの葛藤」「主観的葛藤と客観的

葛藤」である（pp.205-208）。

　ライアンの物語理論は「筋」の多様性を記号論的に

論証するプロット研究であるため，一つの葛藤のみを

取り上げて論じることはできない。それを理解した上

で，敢えて先の「よだかの死」を巡る議論において描

き出された葛藤を位置付けるならば，その葛藤は「ひ

とつの私秘的世界内の葛藤」，即ち「内的矛盾（矛盾

しあう複数の欲望，両立しない複数の規則群への同時

服従）のせいで，あるいは人物が自分の私秘的世界の

輪郭を定められないために，私秘的世界が実現できな

くなる（p.206）」型の葛藤であると言える。

５. ２　複数世界に支えられた文学の教室

　先にも触れたように，ライアンの物語理論は，記号

論的なプロット研究に，言語行為論等の知見を適用し

た，テクストベースの理論であり，それゆえ物語を分

析するための概念及び方法論を提出したものである。

そのため，文学の教室における動的な「読み」の生成

（構成主義的な「読み」の創造）について論じるのに

最善の理論であるとは言い難い。

　実際，先の事例における登場人物「よだか」に対す

る①②の言明の背後には，生活世界における「よだ

か（例えばいじめられっ子）」や「鷹（持論を強固に

主張する子）」「他の鳥たち（強い者に媚びる子）」と

いった発話者の人間性や人間関係がある。文学の教室

とは，それらを背後に感じながら，対立する真理の調

停を行うプロセスの中に，登場人物それぞれの人物像

や生き方が議論される場なのである。そのため，テク

ストベースの物語理論だけで教室における動的な「読

み」の生成（創造）を論じきることは難しい。

　しかし，複数ある世界が同時存在的であるというこ

とを説明する理論として，かつ代替可能世界への中心

移動という考え方から，ライアンの物語理論は文学の

教室における学びを考察する上で以下のように有効な
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視点を提示する。

　すなわち，物語世界への没入が，代替可能世界

（APW）への中心移動を可能にするからこそ，学習者

はテクストの《実際の世界》（TAW）において当事者

として葛藤を経験することができる。さらには，テ

クストの《実際の世界》（TAW）と実際の世界（AW）

とが別々に同時存在的であるからこそ，学習者は実際

の世界（AW）における慣習に囚われることなく，「よ

だかの死」に対して普遍的な倫理原理に基づいた判断

や理由付けを行うことが可能となる。

　この点に関わって心理学の分野に目を向けると，葛

藤場面において，矛盾した場面をどう認識し，どのよ

うな理由で善し悪しの判断を下したのかに着目するこ

とで，道徳性の発達段階を描き出す研究がある。例え

ばコールバーグ理論における「道徳性発達段階」では，

３水準６段階が示され，「前慣習的水準」から「慣習

的水準」，「慣習以降の自律的，原則的水準」（脱慣習

的水準）へと発達すると言われている。「慣習以降の

自律的，原則的水準」については，「道徳上の原則を

支持する集団や個人の権威を離れて，またこれらの集

団への個人的な同一化とは別個に，妥当性と適応性を

持つような道徳上の価値や原則を定義しようとする努

力がはっきりとみられる（荒木p.16）」水準とされ，

第６段階には「普遍的な倫理的原則への志向」が置か

れている。道徳教育において，「慣習的水準」と「脱

慣習的水準」との違いは，社会的な規範を遵守するの

か逸脱するのかという結論にではなく，その根拠をど

こに持つのかという視点の重層性の有無（そう考える

自分自身の理由を持てるかどうか）にある。ゆえに，

「慣習的水準」から「脱慣習的水準」へと至る発達の

プロセスには，遵守と逸脱という言わば矛盾する社会

的規範への対峙のあり様が内包されることになる。

　これに対し，複数の世界への中心移動が可能にする

のは，実際の世界（AW）における社会的規範を遵守

したままに，テクストの《実際の世界》（TAW）で規

範を逸脱した思考を展開するという，遵守と逸脱の両

立，即ち既存の社会・文化コードへの同化（獲得）と

異化（破壊）の両立（同時存在）である９。

６. 教師による複数世界の保証

　【図 3 】で示したのは，学習後の成果物において学

習者A子（小学 6 年生）が各登場人物へ向けて書いた

メッセージである。生活世界において，「鷹（持論を

強固に主張する子）」的な特性が見られるA子は，こ

のメッセージ中においても同様の特性を読み取ること

ができる。例えば，他の鳥たちへのメッセージとして

書かれた「気持ちを伝えるのは大切ですが悪口はひか

えておきましょう」という記述部分からは，自分の気

持ちを相手に伝えることへの重視は読み取れるが，全

体から見て，相手への強い物言いが，時に言われた人

を傷付けること（『よだかの星』の主題と関連）への

配慮は読み取り難い。

　このことは，一見，『よだかの星』の授業がA子に

特段の変容をもたらすことはなかったことを示してい

るかのようにも見える。あるいは反対に，A子の鷹的

な特性を国語科授業によって顕現化させることに成功

した，この今こそがA子への教育のチャンスであり，

生活世界における言動を内省させるべきであると考え

る立場もあろう。そして，そうした立場をとる指導者

は，A子の記述を根拠に，A子に，日頃の行いを改め

ることを求めるかもしれない。しかし，これらは共に，

生活世界と物語世界とを単一の世界へと一元化する考

え方であり，複数世界の多様性を否定する立場である

と言える。

　『よだかの星』のテクストの《実際の世界》（TAW）

において，A子が鷹的な発想でふるまっていたとして

も，実際の世界（AW）において集団規範を逸脱する

意志を表明する意図はA子にはない。教師はこのこと

を理解し，A子を見守る必要があろう。つまり，学習

者が物語世界において社会的規範を逸脱していたとし

ても，そのことが即座に生活世界における社会的規範

【図3】Ａ子の各登場人物へのメッセージ
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を逸脱したということにはならないと捉えることが重

要である。（ただし，実際の世界においてA子のメッ

セージに傷付くクラスメートがいることにも配慮が必

要である。）

　学習者は，複数の世界を同時に生きる中で，葛藤を

経験し，既存の社会・文化コードへの同化（獲得）と

異化（破壊）を積み重ねていく。そのためには，実際

の世界（AW）とは異なる世界（テクストの《実際の

世界》（TAW））が保証されることが不可欠なのであり，

物語世界を自動的・機械的に生活世界へと帰着させて

はならない。以上のように，文学教育の可能性は，学

習者に複数の世界を生きることを可能にする点にこそ

あると考える。

　さらに，複数世界の同時存在を保証することによっ

て，実際の世界（AW）とは異なる世界（テクストの《実

際の世界》（TAW））において，学習者は「よだかの死」

を巡る終わることのない議論を徹底して追究すること

が可能となる。いわば，実際の世界（AW）における

自己を保留した状態で，実際の世界（AW）とは別の

自己が立ち現れ，自由に思考し，自己表現することが

可能となるのである10。

　A子の場合，単元終了時に書かれたメッセージから

は，物語世界における読み深めが，生活世界における

A子の価値観にまで変容をもたらすような成果は確認

できなかった。しかし，６年生を終え，中学校１年

生の半ばとなった頃，元担任教師であった授業者に，

「（今は）他の鳥たちのことがよくわかる」と告げた

と言う。中学校に進学し，いろいろな苦労があったの

であろうというのが授業者の推測である。このエピ

ソードは，同時存在的な複数世界において，活躍する

それぞれの自己が，完全に独立したものとして存立し

ているのではないことを示している。つまり，A子に

対する教育はチャンスを逃すことなく，確かに行われ

ていたのであり，それは，物語世界での出来事を，生

活世界に着地させることなく，別の世界の出来事とし

てその世界に生きることを保証することによって実現

したのであると言える。

　このことは，『よだかの星』を教材とした授業に，

意義があったことを示している。それと同時に，自己

の変容に関わる価値的な学習目標は，その結果（評価）

を，一単元の終了時に判断することが難しく，ある程

度長いスパンで学習者の学びを看取っていく必要があ

ることを示している。

７. まとめに代えて

　本稿では，複数世界に生きることを可能にする文学

教育の学びを明らかにするために，ライアンの物語理

論を手がかりとした考察を行った。

　まず，「代替可能世界への中心移動」という概念の

必要性を論じるために，グッドマンによる「対立する

真理の調停」を取り上げた。その際，対立する真理の

調停を，文学教室における全体交流での「読み」（授

業のまとめ）の終着モデルの一つとして提案できるこ

とを示した。

　しかし，グッドマンによる調停では，不一致を招い

ている特徴を捨象してしまうことから，そうした特徴

こそを議論していくことのできるライアンの「代替可

能世界への中心移動」という考え方の有用性を明らか

にした。その結果，文学教育は，虚構世界における「実

際の世界」を「わたしにとって」の現実として生きる

こと，これを可能にするのであり，そのためには，物

語世界を無理に生活世界に帰着させてはならないこと

が明らかとなった。複数世界の保証が，社会・文化的

コードへの同化（獲得）と異化（破壊）という矛盾を

克服し，複層的な学習者の発達を可能にする。さらに

は，複数世界の同時存在が保証されることによって，

学習者は実際の世界（AW）における自己を保留した

状態で，AWとは別の自己が，自由に思考し，自己表

現することを可能にすることを理論的に明らかにし

た。

  さらに，生活世界とは別の世界に生きることの保証

は，同じ教室に生きる友達が，代替可能世界に生きて

いることを認識することでもある。位相の異なる可能

世界に生きる友達を認識することによって，従来の自

身の世界観の変容が迫られるという点も，文学教育の

さらなる可能性として指摘できよう。この点について

の理論的な解明については，今後の課題としたい。

付記：本稿で使用した授業実践例及び，子どもの成果

物は，当該者より使用許可を得たものである。また，

本研究は，JSPS科研費17K04808及び，19H01667の

助成を受けたものである。
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注

１  ライプニッツを起源とするとされる可能世界〔possible 

worlds〕の概念は，クリプキを代表とする論理学の領域に

おいて再定位され今日に至っているが，国語教育研究にお

いては可能世界についての問いとしてではなく，グッドマ

ンによる「世界制作の方法」＝可能世界批判がより一般的

に知られているものと推察される。

２  本稿は，2015年 8 月 9 日（日）に実施された第67回日本

文学協会国語教育部会夏期研究集会のシンポジウムにおけ

る発表及び，2016年 5 月28日（土）に実施された第130回

全国大学国語教育学会の自由研究発表での内容に加え，新

たな考察を行うものである。

３  田中実（1997）は「読書行為における「自己発見とは，

自らの文学作品にたいする「感動」を直感的に，あるいは

分析的に検討し，プレ〈本文〉との格闘の過程で獲得し得

るものであって，この「感動」が「自己発見」から「自己

変革」へ，「世界の変革」へと進展していくためには〈本文〉

の〈読みのアナーキー〉状況を一旦くぐり抜け，そこから

いかに言語化していくかである（p.130）」と述べている。

４  ルイスの言う複数の可能世界は，因果的に独立している

という点でパラレルワールドとは異なる。

５ 「他者救済か／自力救済か」に関わって，第128回全国大

学国語教育学会自由研究発表では，見田宗介（2001），吉

本隆明（1996），牛山恵（2003）における『よだかの星』

の解釈を取り上げ，考察を行った。見田は，単なる他者救

済の「自己犠牲」を否定し，それ以前の自己の存在の罪か

らの解放の衝動から，よだかの行為を読む（見田p.155）。

また，吉本は，現世における苦痛（支えてくれる者の欠落）

からの救済として，自らを，宿命の約束のもとに委ねるこ

と，即ち〈無〉〈如来〉〈ねはん〉による救済の行為として

読む（吉本p.204）。牛山は「生命の連環」に自己を位置付

けるに終始せず，そうした連環からも離脱するほかなかっ

た，よだかの悲劇，あるいはそうした苦痛，状況，出来事

を描き出した物語として読んでいる（牛山p.10）。

６  近年盛んに取り上げられている協同学習等のグループ

ワークにおける話し合いの課題として，①②→③④⇒⑤に

至るプロセスを，子どもたちだけで（教師の介入なしに），

いかに実現できるのかという点を指摘できる。

７  AW〔actual world〕とは，われわれの現実体系の中心で

ある実際の世界。AWはわたしが位置している世界である。

AWは絶対的な意味でひとつしかない（ライアンp.13より）。

８ TAW〔textual actual world〕とは，テクストの《実際の世界》

であり，テクストが提示する指示対象世界の像。TAW内の

諸事実を決定する権威は実際の送信者〔actual sender〕（作

者）である（ライアンp.13より）。

９ ここで言う「同化」と「異化」について，高橋勝（2007）

は「成熟性」と「破壊性」と言い換え，「こうしたコードの「成

熟性」と「破壊性」を，〈文化〉の有する根源的なパラドッ

クスとして，冷静に理解しておく必要があるのではないか

（p.163）」と述べた上で，「子どもの発達を「反秩序性」・「異

文化性」を秩序の内部に組み入れていく「発達」ではなく，

そうした単純な一元的な「発達」そのものを異化する「メ

タモルフォーゼ」（自己変成）の運動体として，子どもを

とらえていくことが必要である（p.164）」と述べている。

１０ 難波（2007）では，「参加や同化はもちろん，対象化も，

子ども読者の分身が体験しているものであり，いつもの自

分ではない自分が反応しているのです。いつもの自分では

ない自分は，たいてい教室の中では見せていない子どもの

姿でしょう。（p.28）」と述べている。
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A Study of Educational Goals of Literature Based on Logic:
 Analysis Using "Possible World Theory" 

MORI Michiyo (1)

    This article aims to discuss the educational goals of literature from a logical viewpoint. Thus, as a research question, 

it asks whether the fictional world and the lifeworld can be viewed as a continuum. To consider the learning to pursue 

literary education, we use “Mediation of contradictory truths” as argued by Nelson Goodman （1978） and “Shift  to a 

substitutable world” as argued by Marie-Roll Ryan（1991）. 

    Consequently,  the following two aspects were clarified. First,  the “Mediation of contradictory truths”  is among the 

goal models of  “reading”  in mutual exchanges  in  literature classes. Second, a multi-world guarantee overcomes  the 

contradictions of assimilation（acquisition）and catabolism （destruction）in social and cultural codes and achieves the 

multilayered development of  learners. Further, we showed that guaranteeing that multiple worlds simultaneously exist 

enables learners to retain their self in the actual world（AW）, and think and express themselves in a different manner 

than in the AW.  

Keywords : philosophy of language, modal logic, Nighthawk Star  by MIYAZAWA Kenji, parallel world, learning person study
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