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■学会賞受賞者の言葉

　
主観的な体験の同一性を考えること：
奨励論文賞受賞にあたって

布山 美慕・日■ 昇平　

このたびは私たちの論文に対し，奨励論文賞とい
う名誉ある賞を授与していただき誠にありがとう
ございます．議論してくださった多くの研究者，論
文をより良くしてくださった査読者と編集者の皆さ
ま，支えてくださった家族と友人に深く感謝します．
この論文は，読者の熱中度の一貫した記述方法を
検討・構築し，読者の熱中状態を部分的に特徴づけ
た論文です．著者二人で議論を重ね，読者の熱中状
態を研究するための良い問いの探索から行いまし
た．こうした議論の結果，読者の熱中状態に関する
最も基本的な問いとして「読者の熱中状態は妥当な
同一性1)をもつ状態とみなせるのか？（例えば，あな
たと私の熱中状態に同一性が見出せるか？）」とい
う問いを立てました．この問いと問いに対する研究
方法の確立が本論文の基盤となりました．一方，第
一著者の布山が読者の熱中状態に興味を持ったきっ
かけは，我を忘れて読む際には，「どこまでが我＝自
分なのか，何が自分なのか」という自己の同一性の、
ゆ
、
ら
、
ぎがあるのではないかと考えたことでした．私

（布山）はこれらの“同一性”の問題には，主観的な
体験や感覚の同一性をどのように考えるか，そして
それらの研究においていかに体験や感覚をモデル化
し，実証的に研究するかという課題が共通して底流
すると考えています．本受賞の言葉では，これらの
二つの同一性の問題について述べることで，本研究
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1) 同一性と言っても，「完全に同じ」人の状態は二度と存
在しないので（少なくとも時間的・空間的に異なる），正
確に言うと，二つ以上の状態に対して，“熱中状態”とし
て同じとみなせる類似性を見出せるか，という問題とな
ります．“妥当な”とつけたのは，この後で議論している
ように，二人が「熱中していた」と同じ言語報告をして
もその「同じ」さの信頼性は不明であるなど，どのよう
な基準で同一性を見出すかも重要と考えるためです．

が解明を目指す対象について書きたいと思います．
はじめに，本論文の基礎となった「読者の熱中状

態は妥当な同一性をもつ状態とみなせるのか？」と
いう問いについて説明します．読者は種々の書籍に
様々に熱中するとされ，先行研究でも質問紙への報
告を用いて熱中状態の分類や特徴づけが行われてき
ました（レビューとして，小山内・楠見 (2013)）．
しかし，熱中時には自己モニタリングが弱まるとさ
れており，事後的な本人の報告は，いわば我を忘れ
ていたはずの状態を想起し事後的に答えるという
ジレンマの側面を熱中状態の性質上（もしくは定義
上）持たざるをえず，その報告の信頼性には疑問が
あると私たちは考えました．そうだとすれば，言語
報告だけでは，多くの読者が感じるそのたびごとの、
熱
、
中が類似の認知的な状態を指すのかも判断できな

いと思われます．つまり，比喩的に言えば，「読者の、
熱
、
中
、
状
、
態
、
は
、
あ
、
るのか？」．認知的状態は物理的な実

在ではないので，正確には，読者の熱中状態は妥当
な同一性のある認知的な状態とみなせるのか，とい
う問いとして考えることができます．
私たちは，本研究では，この同一性を状態の一貫

性として捉え，その一貫性の基準として複数の相
補的な指標間の関係性を採用しました．これを本論
文で直接論じた熱中状態の記述という側面から見
ると，読者の熱中状態のより一貫性の高い記述方法
を，複数の相補的な指標間の関係性によって構築す
る，というテーマとなります．
まとめると，本研究では読者の熱中状態の同一性

を問い，その同一性の検討方法を複数指標間の関係
性の一貫性に求め，その基準において記述方法の構
築と特徴づけを行なっています．本研究は一見，読
者の報告を基準とし，この報告に対する客観的な指
標の関係を調べることで熱中状態を特徴づけてい
る（主観的な報告の絶対視）ように見えるかもしれ
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ません．しかし，そうではなく，主観的な報告も客
観的な観測結果も，単独では一貫性を問えないと考
えて相対化し，それらの間の関係性を基準とした点
に本研究の特徴があると考えています．対象とする
読者の熱中が，外部情報との直接的な対応づけや操
作的定義が難しい対象であり，かつ主観的な報告の
信頼性が不明であるという特徴をもつことに照らし
て，この方法は有効であると私たちは考えています．
さて，もう一方の，読者の自己の同一性という私
の研究のきっかけ・動機について書きたいと思いま
す．個人的な読書体験として，私は小説を読んでい
るときに，自分が

、
な
、
く
、
な
、
る
、
よ
、
う
、
な感覚があります．

これは，登場人物になりきるというのとも違い，自
分が霧散していくような不思議な感覚です．物語を
理解しているのにもかかわらず，「何も考えていな
い」感じがします．あくまで比喩的な表現ですが，
この自分がなくなる感覚は深く物語に入ったときに
起こり，体験の数は多くないものの，自分が再構築
される感覚を伴って印象の強い体験となります．
こうした主観的体験は，私に，文字による物語
を理解することで境界が薄くなるような“自己”と
はなんだろうか，という問いを投げかけます．ある
いは，読むことによって“私”が変わるとはどのよ
うなことなのか．読書や物語研究においては，こ
の読者の変化は古くからホットトピックであり（た
とえば，一説には，アリストテレスは悲劇によって
観客の精神の浄化＝カタルシスをもたらす方法を
議論しています），近年では読者の様々な変化が熱
中によって促されるとの知見も注目されています
(Green & Brock, 2000; Kuiken, Phillips, Gregus,

Miall, Verbitsky, & Tonkonogy, 2004など)．
しかしながら，こういった文字を読むだけで変化
するような自己の良い定義も，その観測方法も確立
されていません．“自己”のうち，操作的に定義可
能な自己は Gallagher(2000) が言うような予測と
フィードバックの関係で記述されうる身体的な自己
が主であり，物語理解で変化しうるような自己をい
かに科学的な研究の俎上に乗せうるかは明らかでは
ないと思われます．もちろん，これらは私の主観的
体験に則る自己感であり，この感覚に関連した意味
のある自己の定義が可能なのかは明らかではありま
せん．しかし，ここで問題になっているのは，主観
的な自己の同一性をいかにして捉えるのか，という
主題です．したがって，主観的な感覚の同一性をい

かに考えるかという側面で，熱中を定義し観測する
ことに類似していると考えられます．これらの同一
性の問題は，大きな文脈では意識の研究に関連する
と私たちは考えており，現在いくつかの理論的なア
プローチを検討しています．
読者の熱中状態，我を忘れるような状態，それに

よる読者の変化をより深く調べていくためには，物
語を理解するとはどのような認知なのか，我とはど
う定義・記述できるのか，何が変化しているのかを
一つ一つ調べていく必要があります．今回の受賞論
文を一つの礎として，読者が熱中し我を忘れて変容
していく，その認知過程をより明確な定義の元で記
述し解明することを目指して今後もいっそう研究に
励んで参ります．
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