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待てない私たちが待つために：
７人の発表者へのコメントとして
伊 藤

１．ゴドーを待てない私たち

崇

ていたはずのゴドーははじめから否定される。
なにも戯曲論をものしようというのではない。

シンポジウムの発表者に対するコメントをしな

待つことができない、あるいは待つことが忘れら

ければならないのだが、当日は司会としてはほと

れているというこの事実は、ディベロップメント

んど仕事をしていなかったので、
いきなり、
サミュ

という概念を再考するヒントとなるように思われ

エル・ベケットの話をしてみたい。

るのである。

ゴドーを待ちながら

のプロットは、観客に

とって何だか分からないものをえんえん待ち続け

２．dis が否定するもの

る２人の男を通じて、
近代という時代の不条理性、
ひいてはそういう時代を生きる私たちに不安なる

ディベロップメントという語の指示する概念の

ものの具体的な姿をつきつけるというものであっ

再考という作業にあたり、その語の形式にまずは

た。

注目してみる。そのようなときにたいてい参照さ

いま、この時代にベケットがいたとして、ウラ

れる Oxford English Dictionaryをここでもまた

ディミールとエストラゴンはゴドーを待ったであ

繙く。OED によれば、名詞形 development の基と

ろうか。

なる他動詞 develop は、ロマンス語の動詞語幹

たぶん、待たない。その代わりに彼らがするで

volup あるいは vilup に否定を意味するラテン語

あろうことを、とりあえず２つ思いついた。１つ

の接頭辞 dis がついた語である古いフランス語

は、ゴドーをネットで検索すること、もう１つは、

desvolper あるいは desvelopper に由来する。か

ゴドーを

つ て の vo(i)lup は 現 在 の イ タ リ ア 語 に は

作ってみた することである。

いるはずだが、まだ会ったことがない。あるは

viluppare という形で残っており、その意味は、包

ずだが、まだ見たことがない。ベケットの近代人

むこと、束ねること、折り畳むこと、巻き込むこ

はそういう存在を待つという設定にまだ乗ること

とである。その反対は sviluppare で、ほどくこと、

ができていた。

広げること、閉じこめていたものを解放するとい

現代のベケットは、もう待たない。と言うより
も、い る は ず の 人 や あ る は ず の も の の 出 来

う意味であり、こちらが英語の develop に相当す
る。

（しゅったい）を待つ という発想がしづらくなっ

develop という語が、元々はある状態の否定を

ていると言うべきであろう。その代わりに、膨大

意味していたことは気に留めておいてよい。現代

な量のデータベースにその存在の手がかりを探っ

イタリア語から推測するに、この語は、寄せ集め

たり、頭に浮かぶ理想のゴドーをなんとかロイド

られていたものがほどけてしまうというニュアン

のように作ってしまったりするであろう。このよ

スであったのであろう。先に寄せ集められた状態

うにして痕跡か偽物で事足りる時代では、待たれ

があって何らかの作用により後からそれが解ける
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というイメージを、develop の de を否定の接頭辞
として認識できたかつての人々はおそらくは思い
浮かべたことであろう。
引き続き OED に目を通すと、この語の用例は

て否定されるものは何であろうか？
かつてこの語が喚起したイメージでは、何かを
寄せ集めておくこと や 何かを内部にとどめて
おくこと が否定され、その何かがほどかれたり、

その後の歴史の中でいくつかの変遷を遂げたこと

その結果として内部の何かが顕れたりすることが

が分かる。その１つは、寄せ集められたものがほ

表現された。

どけた結果として、その内部に隠れていたものが

それに対して現代の私たちが develop にもつ

顕わになるというニュアンスに重点が置かれたと

イメージによって否定するのは、 内部にあるも

いう変遷である。例えばそれが生物の発生を説明

の、それ自体 であろう。あるものの内部に何か

するのに用いられた場合、有機体の胚珠に隠れた

があるのだとして、顕わになるはずのその何かを

構造が発生の過程で次第にほどかれて顕わになる

別の何かに置き換えること。別の何かとは、私た

というイメージを伝える。また例えば土地の開発

ちが基準とする良い発達の理想像である。

について述べるのに用いられた場合、その土地に

したがって、あるものの内部に実際のところ何

変化を加えることで、その土地が元々もっていた

があるのかをじっくりと観察することもなく、基

財産としての隠れた価値が顕わになるというイ

準にそぐう行動類型を外挿するという態度が許容

メージを伝える。

される。この態度が否定するのは、その者の内部

このように develop は、寄せ集められて見えな

に潜在するもの自体である。また、土地開発につ

くなっていた内部がほどかれて顕わになるという

いてこの用法で develop を用いるならば、石岡氏

意味をもつようになった。ただ、この段階におい

の取り上げた 惨事便乗型資本主義 が採用する、

てもまだ、develop に隠れた接頭辞 dis は何かが

ある土地やそこに住んでいた人々の生活に内在す

内部にとどめられることの否定（すなわち、その

る価値を文字通り根こそぎにし、それを完全に否

何かが顕わになること）として機能していた。

定した上で新たな価値を他所からもってくるとい

ひるがえって現代の私たちがディベロップメン

う手法が相当する。

トという言葉を思い浮かべるとき、人々に共有さ

内部を別のものに置き換えるという発想が前提

れたなんらかの基準にそぐうようにあるものが変

とする態度は、すみやかな目に見える変化が価値

化していくというイメージをもちやすい。このこ

あることだ というものであろう。あるものの内

とは、シンポジウムの発表者がそろって指摘した

部には、人々が共有する基準に適合する何かが潜

点である。例えば宮崎氏が挙げた鶴見和子の内発

在しているかもしれない。にもかかわらず、その

的発展論に対立する近代的パラダイム下でのディ

何かを見出そうと試みることなく否定し、他所か

ベロップメントとは、 経済 を価値観とする 国

らその何かに相当するものをわざわざ外挿するな

家 規模での 単線的 な成長を目指す活動であっ

らば、その行為の背後にある態度は、変化はでき

た。また、室橋氏が指摘するように、発達障害を

るだけすみやかに起こすべきだ、というものであ

発達のしそこない と捉える世間の見方が前提す

ると推測できる。言い換えるならば、内部に包み

るのは、川田氏が指摘する 定型 的な発達の基

込まれていたものが顕れるまで 待てない ので

準を想定した発想である。さらに、発達支援とい

ある。

う言葉を用いる前提には、加藤氏が指摘するよう
に、そうした基準に適合するよう発達をうながす
ことが可能であるという発想がある。

３．私たちは待てない

ディベロップメントについて現代の私たちがも

私たちの 待てない という性行は、ディベロッ

つこうしたイメージにおいて、接頭辞 dis によっ

プメントをめぐる様々な事象を形作る。子どもの

待てない私たちが待つために：７人の発表者へのコメントとして

世話を思春期の子どもに任せる
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異年齢カップリ

待つ という態度を取り戻すべきだと言いたくな

ング に注目するよう促した川田氏の指摘は、私

る。シンポジウムのテーマに引きつけるならば、

たちがそうした育児の形を許容できなくなってい

待つ という支援の方法を提案する、となりそう

ることを浮かび上がらせる。その背景には、思春

である。

期の子どもが子どもの世話をいざ始めようとした
ときに、大人が同じことをするよりも余計な時間

４．それでも待ってみよう

がかかるということがあるだろう。子どもに任せ
るより、大人がやった方が早いと思ってしまうの
は、 待てない ためである。

しかし、ちょっと待ってみよう。待つという支
援と言うと聞こえはいいが、マインドセットの大

面白いことに、加藤氏の言うように発達の 停

幅な転換が求められることが予想される。
第一に、

滞 が様々なしくみによって引き起こされている

それは支援する側にもされる側にも非常に地道な

時期に注目するならば、大人はこのように

待て

努力をおしつける。水野氏は国民の体力を示す各

ない にもかかわらず、幼児期や思春期の子ども

指標における経年的推移を示し、ここ十数年は体

は様々なことへの挑戦の機会を 待たされている

力の向上または一定水準が保たれていることを報

ことになる。待てない大人と待たされる子どもが

告している。そこで指摘されたように、学校や地

同居することによって何が起こるのか。逆に、大

域のスポーツ振興団体などが長年に渡り地道に体

人と子どもが同居することによって半ば必然的に

力の指導を行っていることがそうした結果をもた

一方が待てない心理的状態に、他方が待たされる

らしている可能性があるであろう。体力の落ちた

状態に至ってしまうのであろうか。

私たちが、その身体を否定してサイボーグのよう

開発の文脈においてはその傾向はさらに顕著で
あろう。石岡氏が挙げたアジアのそれこそ

なパーツで置き換えようとすることは 待てない

スカ

私たちの性行に由来する。しかし有機体であると

イロケッティング な地価高騰は、投資家に機が

ころの身体は正直であり、部位の換装は必ず有機

熟すまで待つことを忌避させ、何にせよ即断を迫

体のエコシステムに綻びを生じさせ、かえって健

る。判断をためらった投資家が行き着く先は敗北

康を損なうこととなるであろう。体力という身体

なのであろうから。

のパフォーマンスひとつ取ってみても、働きかけ

宮崎氏が挙げる内部発展論は、ローカルなエコ

を開始してから社会が望む結果が目に見える形で

システム内部の原理での成長を促すものである。

顕れるには、十年二十年のスパンで待つことが求

地域にあって開発の即断を押しとどめる内的原理

められるのである。したがって、私たちに問われ

の一つは土着の人々の凝り固まった怨念のような

ているのは、そこまでの時間的展望をもって働き

人間関係である。複雑な人間関係の歴史を人々の

かけをし続けることへの覚悟をもつかどうか、そ

経済成長への期待によって一時的に忘れさせたの

の妥当性に関する合意形成をするか否かという点

が今までの開発思想であったとするならば、オル

である。

タナティブとしての発展論はもう一度複雑な人間

第二に、寿命をもつ人間はいつまでも待ってい

関係に立ち戻った上でその もつれ（viluppo） を

ることができないため、個を超えた共同において

解きほぐしていくこと（sviluppare） を志向す

待つ という活動を達成し続けるという実践の変

る。その過程は非常に時間がかかることが予想さ

革が必要となる。分かりやすい例は、障害を抱え

れるが故に、近代開発主義はそれを待つことがで

る子を支える家族の活動である。もしも、そうし

きない。

た子の生活の自立が家族、特に親によって達成さ

このように挙げていくと、待てない 私たちは、
内部にあるものが内的な論理に従って顕れるのを

れていた場合、その親が考える可能性のあること
は、自身の死後もその子が生活を自立させ続けら

72

れるようにするにはどうしたらよいかという問題

き出す（faire sortir）ことである。（ドベス、1982、

であろう。極端な場合は、生活の自立を可能にす

pp.9‑10）

るための身体的、知的な諸能力をむりやりにでも
習得させるよう、親が子に強く働きかけるという
ケースもあるであろう。親の視点に立つならば、
悠長に待っていることはできない

のである。

かと言って、 引き出す

ことも容易ではない。

なぜならば、あるものは、内部も外層も含めて、
それ自体のエコシステムを通して実現しているか

このような場合の問題は、待つ人がごく少数で

らである。そのエコシステムの存立に寄与してい

あることである。その問題を解決する１つの方法

ない外部がそこに働きかけたとしても、その機序

が、間宮氏が指摘するように、支援者と被支援者

は本質的な改変を被ることはないであろう。した

という二項関係を拡張し、もう一人の人を追加し

がって、外部としての教育者は教育の対象を直接

た 三角形 を作ることであろう。すなわち、待

的に改変することはできない。潜在する可能性の

つ人を増やし、待つ行為を共同作業とすることで

発露は教育者のあずかり知らないところで起こる

ある。

のである。

こうしたマインドセットの転換は、 待てない

その者がどのような可能性をもっているのか分

現代の私たちにとっては、言うは易く行うは難し、

からないまま待ち続けなければならない上、潜在

の典型である。であるからこそ、せめて、ディベ

する可能性が顕れたとしてもそれは教育者や支援

ロップメントという概念の基にある develop と

者の手柄ではなく単にその者を存立させるエコシ

いう概念の、さらにその基底にある 隠された内

ステムが作動した帰結に過ぎない。表面的に見れ

部が展開されて露わになること

ば、教育や発達支援とは ゴドー と同じくらい

というイメージ

に立ち戻っておいてもよいであろう（なにしろ、

に不条理な活動である。

今すぐにできるのだから）。
その際に重要なことは

では、意味のない活動なのであろうか？ そう

隠れた内部 を否定するのではなく、それを積極

ではないであろう。会ったことのない者を男たち

的に探し出し、その出来へ向けて何らかの手だて

がただひたすら待ち続けるという奇妙な戯曲が今

を打ちつつも最後は

もなお人々の心をつかみ続けているように、子ど

待つ という態度である。

もに潜在する可能性が顕れるまでその子につきあ

５．終わりに

い、内部の出来を待ち続けることに私たちはおの
ずから参加しているように思われる。戯曲を見る

モーリス・ドベスによれば、教育の目標とは、

私たちは解釈の自由に遊ぶのだが、子どもを見る

内部の否定と別のものの外挿によって教育対象を

私たちもまた、可能性の自由に遊んでいるのであ

改変することではなく、あくまでも人間の内部に

ろう。

あるものを 引き出す ことにあると言う。

最後に、発達支援の 困りごと

苦しさ だけ

でなく、そこに底流する 楽しさ に注目し、そ
子どもを取りまく者、
とりわけ教師が生徒に働
きかける行動は、特に一つの解明的行動、つまり

の内実をきちんと把握する必要があるのではない
かという指摘をしてコメントを終える。

子どもの可能性を一つ一つ解き明かす行動のよう
に思われる。
（中略）
教育するとは、この美しいこ

文

とばの第一の意味が示すように、人間存在の中に

モーリス・ドベス

潜在的に隠されていて、働きかけることがなけれ
ば陽の目を見ることがないかもしれないものを引
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