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身体反応に基づく「海のいのち」の教材論
── 遡及的推論と叙述の響き合い ──

　　　　　　　　　　　　　 　　　　佐　藤　佐　敏　

要旨
　人間の行為には，身体的，生理的反応による行動選択が意図に先だってなされ，行動選択の意図が後付
けでなされることがある。本研究では，この知見を用いて教材「海のいのち」の主人公の心情を遡及的に
推論した。「大魚を海のいのちだと思ったから，もりを打たなかった」のではなく，「大魚を前にして強張っ
た身体反応が先にあり，その状況に対して後付けで『大魚は海のいのちだと思った』」と言語化したという
推論である。
　次に，筆者は，主人公の父と母に関する作品の〈空所〉に関して，多くの叙述を響かせ合う〈読み〉を
提示した。その結果，ギリシャ神話等で見られる〈父親殺し〉の概念を指標として主人公の成長を説明した。
複数の叙述を響かせ合う〈読み〉は，文字通りテクストを編み上げる〈読み〉の楽しさを与えてくれる。

のめぐみを絶やさないため」
　また，「父に思えた」という理由については，
次のような記述をすべて含めた。
　「せの主を見たら父を思い出してしまったから」
「父の影がみえたから」「この魚を父のかたみだと
思ったから」
　この「海のいのちに思えたから」「瀬の主が父
に思えたから」という二つの解釈は間違いである
とは言えない。出会った瞬間に瀬の主を打たな
かった理由と言えるかどうかは後述するとして，
その後も打たなかった理由としては妥当であるの
で，上記の問いに対して，これらの解釈は認めら
れる。
　しかしながら，瀬の主と直面した時点での太一
の心情として，この二つの理由によって「打たな
かった」と判断してよいかどうかは議論したほう
がよい。作品内の叙述を丁寧に追うと，他の推論
が成り立つからである。複数解答可で尋ねている
にもかかわらず，この二つの解釈のみで満足して
他の解釈を挙げていない子どもは 137人中 45人
（32.8%）であった。
  実際，多くの論客も同じ理路で瀬の主を打たな
かった太一を説明している。佐々木智治

1.　問題の所在

　「海のいのち」（作 : 立松和平）にて，「作品が
語り掛けてくること」を挙げさせた後，子どもた
ちの多くが作品の＜仕掛け＞として挙げた作品の
＜空所＞を学習課題とした1。
　「太一は，瀬の主に会った時，『この魚をとらな
ければ，本当の一人前の漁師にはなれないのだ』
と思いながら，もりを打ちませんでした。なぜ，
太一は瀬の主にもりを打たなかったのでしょう2。
できるだけ多くの理由を記述しましょう。」
　複数解答可で尋ねたところ，子どもたちの多く
は，次のような＜読み＞を記述した。「瀬の主が
海のいのちに思えたから」（137人中 97人記述
70.8%）「瀬の主が父に思えたから」（137人中 77

人記述 56.2%）。なお，この二つのいずれかの解
釈を記述した子どもは 137人中 112人（81.8%）
であった3。
　この「海のいのちに思えたから」という理由に
ついては，次のような記述をすべて含めている。
  「海のいのちだと思ったから」「瀬の主をとらえ
てしまうと，海の生命がくずれるから」「この大
魚を殺してしまうと海が死んでしまうから」「海
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（2005 : 22）は「太一はおとうの死の意味を悟り
自分も同じ過ちを犯しそうになっていたことに気
付き，もりを下ろし笑顔でクエに語りかけたと考
えられます。」と説明しており，山本欽司
（2005 : 57）は，「『大魚はこの海の命だと思えた』
からこそ，太一は瀬の主を殺さないという選択を
笑顔で行うことができたのだとわたしは考える。」
と述べている。確かに，「なぜ，……しなかった
のか。」という問いの構造自体が，何らかの因果
を求めていると言えるので，このような解釈を述
べるのは論理的に間違いではない。筆者は，本論
考において，その枠組みを一端外して，これまで
議論されることのなかった一つの＜読み＞を提示
したい。

2.　研究の目的

　本研究では，これまで語られてこなかった「海
のいのち」の教材論を述べる4。筆者が解釈する
際に用いた＜読み＞の方略は二つである。一つは，
身体反応を基にして遡及的に心理過程を推論する
という方略である。筆者が調べた限りでは，遡及
的推論で心理過程を説明する＜読み＞を提示した
「海のいのち」の教材論は見当たらない。二つ目は，
多くの叙述を拾い，その響き合いを確認すること
でテクストを編み上げる方略である。登場人物の
父と母に関する作品の＜仕掛け＞に対して，この
方略を用いて，「海のいのち」の教材論を展開する。

3.　身体反応を基にした遡及的推論

　「なぜ太一は瀬の主にもりを打たなかったのか」
という＜空所＞に関しては，例えば次のような仮
説的推論が成り立つ。
　「おだやかな目」をした瀬の主の放つオーラに
威圧されたのではないか。「鼻づらに向かっても
りをつき出」しても「動こうとはしない」その無
関心な態度が，太一の戦闘意欲を奪ったのではな
いか5。
　「岩そのものが魚のよう」に見えるほどの風体
をし，「百五十キロは優にこえている」巨体の魚
と戦っても父のように負けてしまうと思ったので

はないか6。「魚がえらを動かすたび，水が動くの
が分かった」という表現は，瀬の主の底知れぬ手
強さを物語っている。太一は，その波動を文字通
り肌で感じ取っている。そもそも，父が「もりを
体につきさした瀬の主は，何人がかりで引こうと
全く動かない」ほどの大物であった。この話は父
を引き上げた漁師たちから太一は聞いていたはず
である。このクエが，父を破った瀬の主だとした
ならば7，「二メートルもある大物をしとめ」てい
た父でさえ敵わなかったのに，「瀬にもぐり続け
て，ほぼ一年」しか過ぎていない太一の経験と体
力で勝てる可能性は低い。現時点でその相手に戦
いを挑むとしたら，それは無謀というものである。
この場で瀬の主に戦いを挑まなかったのは，きわ
めて冷静かつ理性的な判断だったと言えるのでは
ないか。  

　そして，しばし様子を見ているうちに「この大
魚は自分に殺されたがっている」ように見え，も
りを打つことのできない自分の身体反応に適合す
る心情語が見つからないまま，「こんな感情になっ
たのは初めてだ」と表現したのであろう。
　つまり，海と一体化して全く動じない瀬の主の
自然体は太一の心の昂ぶりを鎮静するのに十分す
ぎたのであり，瀬の主と戦うように太一の身体が
反応しなかったというのが，丁寧に叙述を追うこ
とで導かれる推論である。          

  そして，クエを打つことができない自分の身体
反応に対して，それについて語ることばが見つか
らないまま，ある程度の時間をおいて「おとう，
ここにおられたのですか」ということばが零れ落
ち，遡及的に「海のいのちだと思えた」と後付け
されたと考えるのが妥当であろう。このように考
えると，様々な場面描写における多くの叙述の整
合がとれる。
　「父だと思ったから打たなかった」という因果
を認める解答や「瀬の主が海のいのちだと思えた
から打たなかった」という抽象的かつ曖昧な解答
は，身体が反応しない事由を事後的に意味付けた

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ものである。必ずしも瀬の主と出会った時に，探
し求めていた魚を仕留めようとする心情を抑止し



23佐藤佐敏 : 身体反応に基づく「海のいのち」の教材論

た瞬時の理由ではない。この差異は子どもたちに，
丁寧に認識させる必要がある。
　というのは，「海のいのち」という表現の抽象
度が高すぎて，「海のいのちだと思えたから打た
なかった」という解釈を，実感を伴って理解する
ことができないからである。子どもたちが，「海
のいのちだと思えたから打たなかった」と解釈し
たのは，言語操作をして本文中から容易に見つけ

0 0 0 0 0 0

ることのできる表現を拾っている
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

のである。
　この作品が用意した最大の＜空所＞は，次の理
路をもって説明することができる。
　「こう思うことによって（瀬の主を父と思うこ
とによって）太一は，瀬の主を殺さないですんだ」
とある。「こう思うことによって」という表現は，
瀬の主を父と思った結果として打たなかったとい
う因果関係にはなく，手が出なかった自分の行為
に対して遡及的に理由付けたことを表明してい
る。「おだやかな目」をしている瀬の主の堂々と
した姿と，「村一番のもぐり漁師」でありながら「二
メートルもある大物をしとめても」自慢しなかっ
た父の謙虚な姿とが，悠然とした符号で重なった
のである。加えて，しばらく瀬の主と対峙してい
る間に，岩と溶け合っている（自然と溶け合って
いる）瀬の主と，海に帰っていった（自然に帰っ
ていった）父とが一致したのである。それらの符
号が一致したことに太一は無自覚なまま，「おと
う，ここにおられたのですか」ということばを零
したのである。
　この理路を辿ることで，瀬の主に対する太一の
心情を，私たち読み手はようやく理解することが
できる。この理路を通過することで，「瀬の主」
＝「父」＝「自然」＝「海のいのち」というしる
しが事後的に生成されるのである

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。  

　これは，いわば自然に対する畏敬の念であり，
敬慕の念である。己の力ではとても敵わない崇高
な存在に出会った時，人はおののき，震え，立ち
止まり，己の未熟さに頭を垂れて敬虔な気持ちに
なる。畏敬の念や敬慕の念というのは，自分の力
が及ばない存在に出会うことで湧き上がる情であ
る。「海のいのち」という表現は，単純に「千び

きに一ぴきでいいんだ」という食物連鎖としての
「いのち」の大切さや，食糧としての「海のめぐみ」
の有り難さのことだけを表現しているわけではな
い。自然に対する普遍的な畏敬の念を含んだこと
ばが，「海のいのち」である。
　「海のいのちだと思ったから，瀬の主を打たな
かった」と本文のことばを単純に拾うことで「作
品を理解した」と子どもに思わせるのではなく，
この理路を辿らせたい。 

4.　経験に照合するという＜読み＞

4.1.　道徳的に作品を読むという習慣
　ではなぜ，「海のいのちと思ったから瀬の主を
打たなかった」という解答を寄せる子どもが多い
のであろうか。
　石原千秋（2005 : 58）は，『国語教科書の思想』
の中で「現在の日本の国語教育はあまりにも『教
訓』を読み取る方向に傾きすぎている」と述べ，「国
語教育で行われる読みは息苦しいまでに道徳的
（同 : 69）」であることを指摘している。日本の子
どもたちは幼児のころから昔話を訓戒の込められ
た説話として読むという読書体験を積み重ねてい
る。その結果，行為と心情には道徳的な因果関係
があるということを前提として読むことが骨肉化
されている。　
　しかし，人間の行為は，そのすべてが意図をもっ
た意思によってなされるというわけではない。例
えば，高台に立つと人は意思とは関係なく脚がす
くむという感覚をもって前に進むことができなく
なる。恐怖の場面に出遭うと，人は，末梢神経系
の生理的変化が情動の自己認知に先駆けて起こ
り，その生理的変化の後に「怖い」という情動を
認識する。感情の認知プロセスについては，ジェー
ムズ＝ランゲ説など諸説あり，その議論はまだ決
着を見ていないが，『認知心理学』（2010 : 317）
事典によると，ダマシオが 2003年に「皮膚電気
抵抗の変化が感情変化に先行すること」を発表し，
「怖い」といった感情認知の前に身体は反応して
いることを明らかにしている。
　「海のいのち」における太一の行為は，この認
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知プロセスで説明できる。「打つのを止めよう」
という意思をもつ以前に，身体が強張り打つとい
う行為に身体が及ばなかった。その生理的変化に
対する認知活動として，「おとう，ここにおられ
たのですか」ということばが生まれた

0 0 0 0 0 0 0 0

とみるので
ある。
　しかしながら，「海のいのち」の実践においては，
「人間には，生理的変化が起こった後に情動がつ
いてくることがある」という認識で太一の心情を
推論するという実践の報告は，筆者の調べた限り
では見当たらない。冨安慎吾（2011）は，本作品
の多くの教材研究や実践例を取り上げ，本作品の
＜読み＞の可能性を整理しているが，冨安論文に
おいても遡及的な解釈は一つも紹介されていな
い。
　ここには，登場人物のどのような行為において
も，行為に至らせた意図が存在し，登場人物の何
らかの意図や意思によってその行為が統制されて
いるという推論を子どもたちに強いている国語科
教室の実態が推測される。思考に先駆けて身体反
応が先にある場合があるということは，学校教育
の国語科教室で行われている授業ではほとんど一
般化されていない。これは，教訓的に作品を読む
読み方が子どもたちに深く浸透している一つの結
果である。長年にわたる教育的な環境が，「海の
いのちだと思ったから打たなかった」「海のめぐ
みを大事にしようと思ったから打たなかった」と
いった道徳的な因果関係を認める推論を促してい
るのであろう。
　宇佐美寛（1987 : 180）は，こういった思考に
ついて，「既成の道徳的価値に照らして

0 0 0 0

現実の事
態を解釈する権威主義的な道徳的思考は批判され
るべきである。」と述べている。この宇佐美の言
う「現実の事態」を「作品」と言い換えれば，こ
れは文学の＜読み＞の授業にも，そのまま当ては
まる。
　意図や意思が行為を既定することは勿論あり得
る。当然のことながら，価値観の異なる様々な人
とできるだけ摩擦なく平穏に生活していくため
に，人間は意思の力で感情や行為をコントロール

しなければならない。他者をいたずらに傷つけな
いためにも，感情的な言動をとらないように思考
の体幹を鍛えることは教育の目的の一つである。
　しかし，作品を読む際にも，人間には身体反応
が先にあり遡及的に感情や意思を認識することが
あるということは，理解しておく必要がある。な
ぜなら，感情と言動に因果関係が認められない矛
盾や葛藤，その末に起こる不条理な人間模様を描
くことが文学の担う役割の一つであると言えるか
らである。そして，その不条理な情況に陥った登
場人物の情動や行為に対して，読み手一人一人が
意味を付与することこそが，＜読み＞の創出の一
つであると言えるからである。

4.2.　経験に照合せずに読むという習慣　
　身体実感を伴わない＜読み＞を許容してしまう
と「海のいのち」や「海のめぐみ」の具体の何た
るかを不問にしたまま，作品を理解した気分にさ
せてしまう危険性が生まれる。
　宇佐美寛（1987 : 178）は，言語記号の指し示
す内実を具体的に自分の経験や体験と結びつけず
に，字面のみで理解したつもりになることを「言
語主義（verbalism）」と呼び，批判している。
　宇佐美は，字面だけの言語操作でなく，ことば
と経験を往復する＜読み＞を次のように主張して
いる。「ことばで表現されることがらが解釈され
得るためには，解釈者の経験と結びつけられねば
ならないのである（2005a : 54）。」同様に，鶴田
清司（2010 : 222）は，「子どもたちが作中人物
と同じような経験を共有していることは稀であ
る。したがって，それを実感的に理解していくた
めには，多かれ少なかれ，それに類似した経験（前
理解）を喚起する必要がある。」と述べている。
　太一の心情に迫るためには，例えば，「魚がえ
らを動かすたび，水が動くのが分かった」という
表現から読み手の似た経験を想起させ，自身の経
験と作品の描写との往還をはからせたい。「海に
入って，体が波にさらわれそうになった経験はな
いですか。海で，前に泳いでいるつもりなのに，
全く進んでいなかった，後退していたという経験
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はないですか。『魚がえらを動かすたび，水が動
くのが分かった』というのは，相当な大物です。
太一は，その水の動きを文字通り＜肌で感じてい
る＞わけです。とても及ばない相手だと思うに十
分な描写ではないですか。」と。
　筆者は学生時代，日本海のテトラポットの周り
を 2時間ほどひたすら遠泳させられた経験があ
る。テトラポットの外海は潮の流れが強く，その
まま沖へ流されていくのではないかという恐怖が
あった。遠泳している最中，筆者はその恐怖と闘っ
ていた。危険と隣り合わせにある海の世界での経
験から類推して瀬の主の描写を読むと，瀬の主の
圧倒的な存在感に対して怯懦になる。子どもたち
にも，これに似た経験を想起させたい。
　視覚から入力される情報でなく肌感覚で伝わる
情報には，脳で判断する以前に身体が反応する。
脳が思考する前に身体反応が先にあるという前提
に立って，瀬の主を打たなかった認知の過程を再
度確認してみよう。太一は勝負を挑めない自分を
発見することで，自分を含む人間の営為の及ばな
い悠久の海の世界や，人力では敵わない雄壮な自
然に対する畏敬の念を認知していった。「海のい
のちだと思えた」という認知は，己の力は瀬の主
に及ばないというプロセスを経ることで実感され
る。
　ところで，他の叙述を拾い，他の経験にアクセ
スすると，違う視点からの「海のいのち」観を展
開させることも可能となる。瀬の主と対面した太
一は，「父の海」に漂いながら，「永遠にここにい
られるような気さえし」ている。この叙述には，
太一自身が既に海の一部となって心地よく漂って
いる姿が思い浮かぶ。きっと海底深く素潜りをし
たことのある人は，太一の心地よさを実感を伴っ
て理解できるであろう。しかし，その直接的な経
験がなかったとしても，私たちが海やプールに背
中を浮かせて波の動きに体を委ねる時を想起する
と，その世界の一部に溶け込んでいるような気持
ちのよさを類推することができる。「永遠にここ
にいられる」という心内語は，太一自身が海と一
体化して，自然の一部になった心地よさに浸って

いるように読める。つまり，太一自身が既に「海
のいのち」になっているという＜読み＞である。
太一自身が既に「海のいのち」として海に同化し
ている以上，「大魚はこの海のいのちだと思えた」
のは当然の帰結であったのかもしれない。
　海に同化していた太一は，「しかし，息が苦し
くな」ることで，「漁師」としての人間に引き戻
される。「漁師」としての太一は，「この魚をとら
なければ，本当の一人前の漁師にはなれないのだ」
と，「泣きそうになりながら」自分を追い詰める。
クエと対峙して漂っている太一は，「海のいのち」
となった太一と，「漁師」としての太一の二つの
存在を往来し，逡巡していた。そして最後に，「漁
師」としての太一が瀬の主を打つことのできない
「漁師」の自分を発見することで，事後的に「海
のいのち」という鍵語に着地していったとも解釈
できよう。
　このように，読み手が作品の叙述に自身の経験
を重ね合わせることで，表層的ではない＜読み＞
の創出がはかられる。
　太一の行為をどう意味付けたらよいのか，語り
手が「海のいのちだと思えた」と太一の心内語を
用意したのはどういうことなのか，その実態を読
み手の具体的な経験と往還させる＜読み＞を保障
したい8。

5.　作品の＜仕掛け＞と＜読み＞の創出

5.1.　「父」に関する作品の＜仕掛け＞
　「瀬の主を打たなかった太一の心理過程」を上
述のように推論すると，作品内で新たな矛盾が生
まれてくる。
　例えば，「戦いを挑めなかった太一は，『本当の
一人前の漁師』と言えるのだろうか。」「クエと戦
わない太一は，父に敵わないのではないか。太一
にとって父は永遠に超えられない存在なのではな
いか。」といった矛盾である。
　これらの矛盾は太一だけにとどまらず父親にも
向けられる。日本には亡くなった人を悪く言わな
い風習があり，「村一番のもぐり漁師」であった
父の行為に疑義を挟むことは道徳的に憚られる。
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しかも作品内で父は神聖化されている。しかし，
「海のいのち」と「一人前の漁師」という抽象的
概念の具体を思い描こうとすると，父に対しても
次のような矛盾が＜空所＞となって露呈される。
　「なぜ父は，瀬の主に戦いを挑んだのか。そも
そも，『海のめぐみだからなあ』と言っていた父は，
『海のいのち』を理解していたのだろうか。『海の
いのち』の何たるかを理解していれば，瀬の主と
は戦わなかったはずではないか……。」
　宇佐美（2005b : 68）は「文章の解釈は，まず
各部分の間に矛盾が生じないように行なわれるべ
きである。」と述べている。これらの矛盾は，ど
のように整序できるのであろうか 9。田近洵一
（1993 : 69）は，「たくさんの記号の複雑な集合
体である作品が，読み手に記号の統一体として受
け取られるのは，読み手が個々の記号の意味を掘
り起こし，それを相互に関係づけることによって，
彼の内に一つの意味ある世界が生まれるからであ
る。思考力と想像力による部分的な意味の掘り起
こしと関係づけという方法によって，読み手は，
全体としてそこに一つの意味の世界を形成す
る ── それが＜読み＞である。」と述べている。
　筆者は田近の言うように，作品内の「個々の記
号」を「相互に関係づけ」，この作品の＜空所＞
に対して一つの仮説を提示する。
　父は，「岩かげにひそむクエをついてきた。」つ
まり，獲物をわざわざ探し出し，それを捕獲して
いたもぐり漁師であった。それは眼前の海のめぐ
みを有り難く頂戴するという漁の仕方ではない。
もし，太一が「岩かげにひそむクエ」を見たらど
うしていたであろうか。父のように捕獲する対象
としてクエを見たであろうか。与吉じいさに漁を
習った太一の目には，「岩かげにひそむ

0 0 0 0 0 0 0

クエ（傍
点引用者）」も，「岩そのものが魚のようだった

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（傍
点引用者）」としか映らなかったに違いない。ま
さに，視覚情報として太一の目には，「岩」とし
か映らなかったのであり，これも一つの身体反応
と仮定すれば，クエに挑もうとする意欲が沸き上
がるはずはなかったと言える。そもそも「魚

0

その
ものが岩

0

のようだった」という表現ではなく，「岩
0

そのものが魚
0

のようだった（傍点引用者）」とい
う表現自体が，倒錯した身体反応と心理状況を雄
弁に語っている。
　漁師としての父と太一の相違は，「岩かげにひ
そむクエをついてきた」という描写と，「岩その
ものが魚のようだった」という描写の対比に象徴
されている。「瀬の主を海のいのち」と捉えた「太
一と自然」との関係は，明らかに与吉じいさの漁
の系譜に位置する。父と与吉じいさの漁の相違は，
そのまま海に対する哲学の相違であった。

5.2.　少年の成長と「父親殺し」
　子どものころから「おとうといっしょに海に出
るんだ」と言っていた太一にとって父は，慕い尊
敬する存在であった。「とうとう父の海にやって
きたのだ。」の「とうとう」には，その夢に近接
する喜びが滲んでいる。「おとう，ここにおられ
たのですか」という一言には，「おとうといっしょ
に海に出る」という願いが，太一をして瀬の主を
そのように呼ばしめたとも解釈できる。それほど
まで，父を追って海に潜る「息子と父の絆」は強
固である。
　しかし，この父に対して，西洋神話や西洋古典
作品に見られる「父親殺し」という視点を持ち込
むと，別の解釈が前景化する。石原（2005 : 102）
は，本作品を「自らの死によって『自然は偉大だ』
と教える父を乗り超えることで『成長』する，父
親殺しの物語である。」と述べ，「クエを殺さなかっ
た時，息子は父を象徴的に殺していたのである。」
（同 : 104）と説明している。筆者も，石原と同じ
く「父親殺しの物語」として本作品を解釈してい
た。
　「おとう，ここにおられたのですか」と呼び掛
ける太一は，「父の海」で父と再会した喜びを獲
得したと同時に，今後も「父の海」で父と会える
かもしれないという楽しみをも獲得している。こ
れは表層をなぞると，神話に見られる「父親殺し」
と正反対の「父との再会」であり，「父との融合」
を意味している。
　しかし，「おとう，ここにおられたのですか」



27佐藤佐敏 : 身体反応に基づく「海のいのち」の教材論

と言った瞬間，父とは違ったタイプの「村一番の
漁師が誕生した」という解釈も成り立つ。「瀬の
主に打ち勝つことで父を超えるはずだった太一」
が「瀬の主と戦わなかったことで父を超えた」と
いう構図が創出されるからである。「（太一が）生
がい（この出来事を）だれにも話さなかった

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（傍
点引用者）」ということは，父のことを永遠に封

0 0 0 0 0 0 0 0 0

印した
0 0 0

と解釈することも可能であり，その父の追
放は，少年が無意識の世界で織りなす「父親殺し」
の捻れた一つの形態であるという見立てもできよ
う。
　この作品も多くの少年作品がそうであるように
成長物語の一つとして読まれている。しかしなが
ら，「太一の成長を描いた作品である」と抽象的
に説明されても，その成長の内実を理解すること
は難しい。古来から成長物語の基本型は父母から
の自立である。先に述べた「父との再会」という
解釈では，太一の成長の確からしさは主題化しな
い。成長物語として作品を読むのであれば，「父
親殺し」までは言及せずとも，「瀬の主と戦わな
かったことで父を超えたという作品の構図」につ
いても授業で確認しておく必要があろう。この構
図を理解することで，太一の成長の確からしさは
より強まるからである。
　本作品の＜仕掛け＞の一つである「クエに戦い
を挑めなかった太一は，『本当の一人前の漁師』
と言えるのか。クエと戦わない太一は，永遠に父
を超えられないのではないか」といった疑問は，
「父親殺し」というモチーフを演繹的に用い，そ
の証拠を叙述に求めていくことで「少年の成長物
語」と整序される。
　このように，作品は一見矛盾していると思わせ
る＜仕掛け＞を用意している。この矛盾の解決に
向けて，田近が「個々の記号の意味を掘り起こし，
それを相互に関係づける」と述べた＜読み＞を適
応し，多くの叙述を響き合わせると，＜読み＞を
創出する楽しさや喜びを味わえる10。

　5.3.　母に関する作品の＜仕掛け＞
　長崎伸仁（2016 : 18-19）は，「太一の行動に『太

一の成長』を見出すその根拠が重要である」と述
べ，「太一の生き方に最も影響を与えた人物はだ
れなのだろうか。」といった課題を紹介している。
そして，「母」の存在に着目している。叙述の響
き合いを確認しながら，「母」に関する作品の 

＜仕掛け＞を考察していこう。
　作品の＜空所＞として，多くの子どもたちは，
次の疑問を挙げる。「『巨大なクエを岩の穴で見か
けたのにもりを打たなかったことは，もちろん太
一は生がいだれにも話さなかった』で作品が終
わっている。なぜ太一は，だれにも話さなかった
のか。」
　この＜空所＞については，先の「父親殺し」の
象徴としての解釈のほか，母と太一の関係軸で説
明できる。母の呟いた次の台詞は無視できない。
「おまえが，おとうの死んだ瀬にもぐると，いつ
言いだすかと思うと，わたしはおそろしくて夜も
ねむれないよ。」太一に対する母親の愛情は，こ
の台詞一つで十分に伝わってくる。もし，太一が，
「おとうの海にもぐって瀬の主に会ったよ」とい
うことを誰かに話したとしたらどうなるであろ
う。その話は巡り巡って母親の耳にも届いたこと
であろう。それは無駄に母を心配させることにな
る。だからこそ太一は，敢えてこの話を誰にも話
さなかったと解釈できる。
　一見，本筋とは関係ないような「母は，おだや
かで満ち足りた，美しいおばあさんになった。」
という一文は本作品で異彩を放っている。この一
文は，「父もその父も，その先ずっと顔も知らな
い父親たち」で始まる海における男の生き様を描
いた話に，美しい彩りを添えている。「父も，そ
の父も」出遭っていたかもしれない命を賭した物
語は，母にも，そのまた母にも起きていたかもし
れない哀しい物語であった。海を巡って繰り返さ
れたかもしれない哀話は「母は，おだやかで満ち
足りた，美しいおばあさんになった。」の一言で
終焉させることができた。作品全体に幸福感をも
たらす一文である。この一文があるおかげで，「海
のいのち」は，父子の関係を描いた物語で閉じず
に，母と息子の物語となり，ひいては海を巡る家
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族の物語となる。この＜空所＞を太一と母親の横
軸で読み解く時，「この作品は自分とは関係の薄
い，父親と息子の世界を描いた作品なのだ」と突
き放されていた女性の読み手に作品の門戸を開放
してくれる。この謎解きは，読み手の性差に関係
なく，すべての読み手を海の世界に誘ってくれる
装置となっている。
　「海のいのち」は，このように多くの叙述の響
き合いを確かめることで，文字通りテクストとし
ての＜読み＞を編み上げていく楽しさを実感させ
てくれる教材である。

6.　結　　　語

　本稿で筆者は二つの＜読み＞の方略を提示し
た。一つは，身体反応を基にして遡及的に心理過
程を推論するという方略であり，一つは多くの叙
述を拾いあげ，その響き合いを確認してテクスト
を編み上げるという方略であった。
　国語科の授業においては，鍵語となる叙述と読
み手の経験を往還させ，多くの叙述を響き合わせ
たい。拾いあげるべき叙述は多数あり，その叙述
を響き合わせる組み合わせは無数にある。誰もが
見落としていた叙述を拾いあげたり，誰もが気づ
かなかった叙述同士の響き合いに意味を見つけた
りすることで，読み手一人一人の＜読み＞が創出
される。
　本稿では，身体反応に着目して遡及的推論を行
う教材論を展開したが，本稿で抽出しなかった叙
述を響き合わせることで，全く別の＜読み＞も創
出されるに違いない。
　経験と照らし合わせながら，自身の身体反応に
基づいて多くの叙述の響き合いを発見する楽しさ
は，＜読み＞を再構築する楽しさであり，その時
に＜読み＞の深さや豊かさを実感する。その＜読
み＞の体験を国語科授業の教室で手放すのは惜し
く，＜読み＞の深さや豊かさを実感する方途とし
て再考する必要があるであろう。

注

　1 2015年 3月 10日に A大学附属中学校 1年生の 3学

級で行った。飛び込み授業わずか 1時間で子どもの
反応を拾うために，既に本教材の授業を終えている
中学 1年生を対象とした。

　2 作品の表記はすべて東京書籍『新編新しい国語六』（平
成 27年度版）にならった。　

　3 本反応では，1年前の小学校 6年時での学習が影響
していると判断できる。

　4 ここで問題とした＜空所＞の解釈の難点は，原典を
教科書教材とするためにリライトした過程で生まれ
たと判断することもできる。リライトの過程を丁寧
に追うアプローチで，その＜空所＞を埋めることも
可能かもしれない。例えば，河野順子（2010 : 88-104）
は，教科書教材の原典『海のいのち』（ポプラ社，
1992年）や本作に類する短編小説「一人の海」（『海
鳴星』集英社，1993年，所収）を比較している。作
家論的な分析や作品背景に関する考察は他の論客の
知見に譲り，本論考は，テクストの分析に焦点化して，
その＜空所＞の解釈に迫る研究アプローチをとった。

　5 西郷竹彦（2005 : 101）は，もともとクエは獰猛な
魚ではなく「人間をおそいもしない，おとなしい魚」
であるという生態に注目し，「何らかの不手際でおと
う」が亡くなったという解釈を提示している。そも
そも「おとなしい魚」であるから，太一は，「追い求
めてい」たとはいえ，そのクエに戦闘意欲をもてな
かったのかもしれない。

　6 ちなみに「怖くて打てなかった」「父と同じで負けて
しまうと思って打たなかった」という解釈を述べて
いた児童は，137人中 29人（21.2%）であった。

　7 父を破ったクエであるとすると，背中にもりが突き
刺さっているか，その傷跡が残っていなければなる
まい。父を破ったクエであると同定できずに躊躇し
たという推論も成り立とう。

　8 藤森裕治（2007 : 161）は，「語り手は，太一が一度
はクエを殺そうとするところまで描くべきだったの
ではないか」という語り手に着目したテーマを提示
している。語り手に着目すると，太一が「海のいのち」
に気づく過程や「村一番の漁師」になる過程が，よ
り鮮明化すると推測される。また，全く違った＜読
み＞も創出されうる。この考察については別稿に譲
る。

　9 『最新文学批評用語辞典』（1998 : 20）によると，「ポ
ストモダンの文化は，一貫性や統一性といった伝統
的な原則に縛られることのない，無関連で断片的な
イメージや経験をもてはやす」ようになり，「現代批
評もまたさまざまな要素に一貫性を見出そうとする
姿勢に対しては批判的」である。筆者は，常に作品
に一貫性や統一性を求めるべきであると述べている
わけではなく，矛盾が生じた＜空所＞に対して，多
くの叙述を響き合わせて自分なりの意味ある世界を
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創造することが＜読み＞の喜びであるということを
述べている。

 10 一方，読むという行為は，深読みする楽しさや，曲
解する喜びも内包している。また，作品によっては，
敢えて矛盾を回収せずに放置することで読み手に多
様な解釈を促すことを狙っている場合がある。した
がって筆者は，作品に対して常に秩序だった関係性
を見出さなければならないと述べているわけではな
い。
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A Thesis on the Teaching Material “The Life of the Sea”  

based on the Characters’ Physical Reactions : 

Retrospective Inference and Narrative Echo

　　　                                                                SATO Satoshi

　　In human behavior, actions taken can be a result of physical and physiological reactions that occur prior to 

the intention, and the intention of the action taken is then attributed afterward.　In this study, I retrospective-

ly inferred the feelings of the protagonist in the teaching material, “The Life of the Sea.”　I inferred that it 

was not that “he did not harpoon the big fish because he felt that the big fish was the life of the sea” ; rather, 

he verbalized the fact that “he first had a physical reaction whereby his body stiffened in front of the big fish 

and then thought that the big fish was the life of the sea afterward.” 

　 　Next, I presented a reading that reflects many depictions regarding the “gap” in the work related to the 

protagonist’s father and mother.　Consequently, I explained the growth of the protagonist with the concept of 

“father killing,” seen in Greek mythology, as an indicator.　A reading that reflects multiple depictions pro-

vides us with the pleasure of a reading that weaves texts.


