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(以上， 70号本号)

その(1)(第59号)では，発達と学習の問題について社会的相互作用という観点からながめた

時の課題を検討した。具体的には，はじめにピアジェの発達論・社会的相互作用論を，ヴィゴツ

キーの発達論・社会的相互作用論と対置しながら論じ，それらの問題点と今後の課題について述

べた。また，今Bの認知心理学における状況的認知研究の観点から社会的相互作用研究の課題に
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ついて若干の議論を行った。

その C2) C本号，第70号)では，社会的根互作用の問題をより具体的な教室における学習とい

う場面の中で検討する。そこでは授業の展開を学習者の理解と成立といういわば内側から授業を

ながめ，向じ時間と空間を共有し合っ-n、る学習者どうじの相互の働きかけ合いが個々の学習者

の理解の進展にどう作用し合っているかをどし、くつかの実証的資料を基に検討してしぺ。そして，

これらの議論を基に，学習と教授を社会相互作用的視点からとらえていくことの意義について考

祭する。

6.社会的構成主義と学習研究における相互作用的接近の必熱性

ここでは，筆者が採用している知識獲得についての考え方である社会的構成主義と，そこから

帰結されるところの相互作用的な接近について整理をする。

社会的構成主義の考え方そのものについては，前酪のその(1)C紀婆59号〉においても是正に心

理学の研究領域を中心にして若干の議論をしておいた。もちろんこの考え方は心理学以外の領域

でも広く取られている考え方であって，ここでは心理学の研究領域に限定しない形で社会的構成

主義の考え方がどのような背景の中から生まれ，また発展してきたのかということを整理してみ

る。そして，この考え方の帰結として認識に対する接近法，方法論としての相互作用があること

を論じてし、く。

1)構成主義とその学習論

社会的構成主義 Csocialconstructionism)とは， r人は，他者と働きかけ合う中で，自らの考え

・知識を構成していくものである」という認識論的立場のことであると定義しておしつまり，

知識や理解は認識主体自らが作り上げていくことを強調する構成主義 Cconstructivism)的立場

に加えて，この知識構成の活動を社会的・文化的な状況の中でとらえ，個人の認識活動と社会・

文化的状況との相互作用の結果として知識が成立・存在すると考える。

構成主義的認識論の代表はどアジェで，彼は認識主体の能動的・構成約側蘭を理論の中核に据

えているのは承知のことである。ピアジェの理論とそこから発したピアジ Z 派社会的相互作用論

の問題点についてはその C1) C紀要59号)で述べておいた。心理学以外の領域では算数・数学教

育ぞ理科教育の中で一つの大きな流れになってきている。例えば，算数・数学教育ではピアジェ

理論の算数教育への応用を試みたKamiiやCobb，Yackelといった心理学者にもおなじみの研究者

をはじめ，急進的構成主義 (radicalconstructivism)のレッテルが貼られている Glasersfeldに査

るまで多くの研究者が構成主義的数学教育を展開しており，算数・数学教育が構成主義に立った

認識形成と教育理論に関していま最も感んな領域といってよい CPrawat&目。den，1994;中原，

1995)。理科教育の中では Osborne，Whiteらに代表される一連の構成主義的アプローチがあり，

オルタナティヴ・フレームワークの言葉でも言われる学習の認識研究やそれを基にした授業構成

をg指すAC M CAlternative Conceptions Movement)アプ口ーチへと展開している。これらの

教科教育における構成主義的アプローチについての概観的知識はSteffe& Gale (1995)から得る

ことができる。

もっとも構成主義と一言でいっても，突にさまざまな考え方があって，どこまで認識主体によ

る知識構成の役離の大きさを認めるかで考え方も異なっており，背景にある教科教育の考え方や

それが使われている文派を無視しては論じることはできない。しかし，これらの各教科教育論の
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細部にまで立ち入って論議することが本論の目的ではないので，ここではこれ以上の論議はしな

L 、。

構成主義の立場は認識論的には一つの仮説を前提にしている。 Jonassen(1991)は構成主義の

認識論上の立場を客観主義 Cobjectivism) との対比で論じている。以下，彼の主張を少しくわし

くみてみよう。ここで言う客観主義とはレイコフ CLakoff，G. 1987)がカテゴリー研究のやで倍

統的に取られてきた次のような見解と立場のことである。「・・・理性的な思考とは抽象的な記

号の操作から成り立つものであり，これらの記号にそれぞれ意味が付与されるのは客観的に構築

された役界，つまり，如何なる生物体の理解からも独立して存在する世界，との対応によってで

あるとし寸前提がなされる。客観的に構築された世界と対F忘する形で記号が配置され，その集ま

り全体が現実の表記であると見なされるJCLakoff，序 6ペ…ジ)。もちろん，客観主義は単に意味

論の狭い世界の中だけでなく，広く知識論，認識論についての一つの立場をあらわしているもの

である。客観主義は一部の実在論 Crealism)ともつながりをもっている。正確には「基礎実在論

Cbasic realism)J CLakoff， G. 1987) と呼ばれているものや，かつてパットナムが「形岡上学的

実在論」とL、う沼諾で述べているものがそれで、ある。パットナムは次のように言う。 fこの見方

(形関上学的実在論)に立てば，世界は心から独立した諸対象から成る何らかの確定した全体か

ら構成されている。そこには『世界のあり方』についての唯一で真なる完全な記述が存在する。

真理は，語ないし思考記号と外界の事物の集合との間の対応関係を含んでいる。jつまり，真理は

我々の認識活動やその成果である理論とはまったく無関係に存在するということなのである(こ

のパットナムについての記述は，野家， 1994による)。ここまで述べると，論理実証主義の一部の

考え方とも重なりを持っていることがわかるだろう。この客観主義では，我々の経験とは独立

に，我々の外に対象の存在を認め，この現実世界の中に生起する事態は一つひとつが本来的に客

観的なものであって，人間は感覚を通してその客観的事態を受け取るだけである，と考えるわけ

である。特にこの部分が認識主体の開題，ひいては学習論，教育論を考えた時に重要になってく

る。

構成主義は，客観主義とは違って，人間の認識は外の世界に存在する客観的実在を単にありの

まま受動的に受け取ることによって成立するのではなく，人間の側の理論がそれを可能にしてい

ると考える。であるから，外的世界についての構成の仕方やその事象，概念についての意味づ

け，見方は決して唯一ーっということにはならない CDuffy& Jonassen， 1992)。つまり認識主体

がどうし、う理論を持っているかで，実在世界についての認識の仕方は異なってくるのであり，認

識主体の知識構成の仕方が当然問題になってくるのである。いわゆる「事実の理論負荷性Jであ

る。この認識論的前提は，論理実証主義に反旗をひるがえしたハンソンに端を発する「新科学哲

学派Jと同じ流れの中にあるといってよい。

客観主義では，我々の知についての対象そのものに力点が置かれるが，構成主義では，我々が

知識をどう構成するかということに主要な関心がある。ここまで述べると承知のように，構成主

義はカント哲学の一部，彼の認識論である純粋理性批判にその起源を持っていることがわかるは

ずである(詳しくは Bruner，1986)。

もっとも，先に指摘したように，この構成主義の考え方には認識主体の能動的な知識構成を前

提とするとし、う共通点はあるにしても，それは全く認識主体の間有のものであって，客観的な真

理としての知識や客観的な知識の存在をも否定するような急進的構成主義の考え方もあり，決し

て一つではない。先に述べたような定義はいわば最大公約数的なものということになるが，少な
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くとも実在論そのものを構成主義では否定している訳では決してない。要は，認識主体の認識活

動の閤有性をどこまで広げて考えるかという点で異なっているということである。本論では，こ

のような客観的な知識の存在そのもの安否定する急進的構成主義の立場を取らない。むしろ，結

論を先取りして言ってしまえば，知識の構成を個々の認識主体の独立した営み，下手をすると喰

我論 (solipsism)に縮ったり， ドグ?に任せきってしまうのではなく，それらを社会的・文化的

な営みの中に入れて，知識の相互検証，共同的構成を通して客観的知識の成立を目指すという社

会的構成主義の立場に立っている。だが，いずれにしても繰り返しになるが，知識は伝達を通し

て受動的に受けとめられて成立するものではなく，認識主体による能動的な構成によるものであ

るという考え方は共通である。

このような構成主義の考え方からすると当然批判の対象になる学習論や教育論が存在してくる。

行動主義心理学で取られてきた学習論はまさに構成主義とは対極にある反一構成主義，客観主義

を前提にしてきたものである Oonassen，1991 ; Duffy & ]onassen， 1992)。伝達と機械的な練習

による学習，あるいはそれらの記壊の定着にのみ依存した知識論は，学習者の能動的な知識構成

を否定するところから生まれたものである。また，形式的・一般的な情報処理モデルに依存する

一部の認知心理学も認識主体の能動的な活動を重視するというよりは機械的な形で認識の成立を

論じてしまっているという点ではやはり反一構成主義である。この考え方では，教予ぎの主要な役

割は外部にある客観的な世界を知識として学ぶ、ことを援助するだけであり，また学習者にとって

は自分達が知覚したもの，経験したものを自分自身でどう解釈していくかという活動が積極的に

佼麓づけられることもない。学習者の意味の発見や理解活動を軽規して，知識の系統性と効果的

な知識の伝達だけに依存して教科謬や教材の内容がそのまま学習者の知識となる単純な反映論者

の教育論がし、まなお存在しているし，それで学習の問題が論じられると思いこんでいる。

構成主義の立場から学習論を考えた時には学習者の知識構成とその過程に焦点が向けられるこ

とになり，この視点から逆に教材論や教科内容論との相互作用という形で論じていくことになる。

教科教育の中でのこのような構成主義的接近の具体的な展開が先に上げたような算数・数学，あ

るいは理科教育のいくつかの試みであった。構成主義的アプローチでは，さらに認識主体がどの

ような状況と文脈の中で活動しているのかといういわゆる「状況Jも重要な変数として登場して

くることになる。つまり， r知識はその知識が生み出される活動や状況の産物以外の何物でもな

し、J(Brown， Collins & Duguid， 1989)のであり，レリパントな文脈の中で認識と学習活動が展開

されているか，さらには，そのような学習状況の設定や教示が教授活動として行われたかどうか

で知識の構成の仕方が左右されてくるからである。ここに構成主義と最近の「状況的認知jや

「認知的徒弟性j の考え方との結合があるのである Oonassen，1991; Duffy & ]onassen， 1992)。

個人の認識活動の範簡を越えてその認識主体を取り巻いている状況変数をも開題にしてし、かな

ければならない必然性が構成主義の中には内包されているのである。構成主義者の代表である

Piagetの理論に対しでも，彼が理論の中核にした論理数学的な構造の構成に変えて「社会的な」

代替物(オノレターナティヴ)を提出する試みとそのような研究の持つ意義が指摘されているので

ある (Rotman，1977，そしてもっと広い問題と関わってはBloor，1976がある〉。社会的構成主義の

立場からみた Piagetの認識理論と彼の社会的相互作用論の問題点については既にそのCl)(紀

要59号〉でも素描を行ったので詳しくはそれを参照のこと。
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2)社会的構成主義とその学習論

社会的構成主義では，知識の生成を一人の人間の心 Cmind)の中の出来事ととは考えない。「知

識は多数の心の弁証法的相互作用を通して作り上げられるものであり，一人の心の中だけでそれ

はできなしづのである CGoodman，1986)。この考え方は学習者による主体的・能動的な知識の構

成という点、では，開じ認識論を共有している先の急進的構成主義や認識への情報処理的アプロー

チとは異なっている。彼らもそうであるが，認知心理学の伝統の中でも一般的な情報処理と詞題

解決能力を個人が習得していくことを重視した「学習者中心Jの考え方が取られてきた。 Shotter

(1995)が，急進的構成主義の代表的な人物である Glasersfeldの考えと社会構成主義者である

Gerg聞を比較しながら両者の違いを詳しく論じているが，前者の場合は心的システムは自己の

内部から世界を構成するという主張に力点がやはり置かれる。これに対して社会的構成主義で

は，個人の理解や知識の形成を社会や彼を取り巻いている文脈・状況と切り離した形では考えな

い。だが，同時に，社会・文化的な外的変数で全てが決定されるという状況的決定論の立場もと

らない。社会的構成主義的認識論は，いわば状況に含まれる諸変数との相互作用，相互影響を受

け合いながら(一方向的な規定一非規定の関係ではなく，相互作用の関係の中で〉認識が形成さ

れる状況的認知論ということになる。

急進的構成主義と社会的構成主義の比較の中で見えてくるもう一つの両者の違いというのは，

知識，真理の客観性についての考え方であり，そしてさらに言語とコミュニケーションについて

の違いである。両者の違いを通して社会的構成主義が取っている立場をもう少し明確にしてみよ

う。急進的構成主義では，認識主体が作る実在世界についての知識は認識主体が掴有に作ったも

のであり，しかもこの知識が実体と一致している，つまり絶対的真理に到達したかどうかを検証

することはできなし、から実体の不可知論を避けることはできないと考える。つまり，知識が実体

と一致しているかどうかを検証するためには実体そのものを完全に知っているか，そのための方

法を完全に知っていることが必要で、あるが，最終的には誰もこれらについての絶対的真理を持ち

合わせていないので不可能と考えるのである。社会的構成主義では，必ずしも知の不可知論の考

えをとらない。知識の構成は認識主体の能動的な活動によって行われる点は同じだが，各自が作

り上げた知識は決して孤立した状態のままであり続けるのではなく，他者との相互作用(時には

大人や教師，あるいは科学の文化の蓄積物である審物との交流，時には生徒どうしとの交流入自

己の経験や知識についての再検証の活動を通して，より整合J性，合理的なものが目指される。

従って，今日ある知識の体系はさまざまな個人の認識活動に広い意味での社会的な活動が加わっ

て出来上がったものであり，決して個人の閉じた系の中だけで構成されているものではないと考

える。知識の形成過程の場合にも同じことが言えるのであり，教室の中での学習を社会的な合意

形成と検証の過程を経て一人ひとりの中により整合』性の高い知識が構成される。

急進的構成主義と社会的構成主義では，言語が持つ意味の客観性についての考え方も違ってい

る。前者の場合には，言語の意味はあくまでも個人の経験から生まれたものであって，言語それ

自体に意味の客観性が存在しているわけで、はないと考える。だから，言語を媒介にした社会的交

流では知識の検証はできない，従って知識構成の過程の中にしめる社会的活動は低く位置づけら

れることになるのである。だが，班aturana& Varela (1987)が正しく指摘しているように言語活

動によって人潤の意識と精神の活動がはじめて可能になるのであり，人間が生み出しているく言

説の領域〉は人間のく存在の領域〉そのものなのである。あるいはヴィゴツキーが言語というの

は社会的なコミュニケーションの機能を担った精神間カテゴリーと個人の思考活動を担う精神内



6 教育学部紀婆第70号

カテゴリーの 2つの水準で立ち現れると言っているが，言語はその人間の社会的な振る舞いを決

める社会的カップリングでもあるし，また言語を拠り所にして個人的，そして社会的な振る舞い

をするまさにアイデンテイテイと適応をもたらしている環境の一部そのものなのである CMatur-

ana & Varela， 1987)。社会的構成主義では，言語と社会的コミュニケーションの活動があってこ

そはじめて知識構成の活動を個人の閉じた系ではなく，より開かれた社会的な系の中に佼霊づけ

ることが可能になると考えるわけである。

このように見てくると，社会的構成主義の学習論は文脈主義 Ccontextualism)と相互作用で知

られるデューイ(JohnDewey)の思想と密接な関わりを持つものであることがわかるだろう。

ミードがデューイについて述べた次の表現の中に社会的構成主義とデューイとの親和性を見るこ

とが出来る。「デューイ教授のし、ぃ回しをまねるならば，教授=学習過程とは絞験をお互いにや

りとりすることにほかならない。子どもはそのなかに自分の経験を，親や教部の経験によって解

釈されるべく持ち込むのである o このことは，教育が観念の交換である，会話であること，すな

わち対話の宇宙に属するものであることを承認することになろうJC森a，1986)。この短い文の

中には「親や教師の経験によって解釈されるべく持ち込むj という表現があるが，これは社会的

構成主義のもう一つの考え方ともつながってくる。社会的構成主義では，子ども同土の相互作用

とともに親や教師の関わり方ももう一つの相互作用の側面として重視する。それがヴィゴツキー

の f最近接発達領域 (ZPD)Jの概念であり，ブルーナーら CWood，Bruner， & Ross， 1976)の

う「足場作り (scaffolding)Jであった。大人や教師は単なる知識の伝達の役割者として振る舞

うだけでなく，子どもの相互作用を調整する大人の支援的な関わりを述べたものである。これら

の概念も下手をすると大人の教え込みの重要'性を述べたものであるかのように誤解されて解釈さ

れてしまし、かねなかったことは既にそのC1)(紀要59号)で「最近接発達領域 (ZPD)J概念

を例にして述べた通りである。大人と子どもの棺互作用の問題は次章の蚤宜的相互作用のところ

で詳しく述べることにする。

社会的構成主義の場合には，教室学留における教師の役割として知識の伝達者以上のものが求

められてくる。学費者相互の対話=社会的相互作用過程の組織化と合意形成に向けての向調整活動

はもとより，教室と子どもたちの需に話し合いとと共河的学びに価値観を置く教案文化というも

のをまずは作っておかなければならない。まさに Lampert(1990)が彼女の論文の中の結論で次

のように述べているようなことである。「私が伝統的な学校の中でとられているような学習の仕

方をIとめて，ポワアが科学者の道徳的資質と呼んだものに基づいて行動していくことを生徒逮に

教えようと決心した時である。ダンスの仕方を人から口で説明してもらうだけの場合と向じよう

に，数学がわかるというのはどういうことなのかを私がただ話して聞かせるだけでは生徒連は全

く理解などできないことに気付いたのである。数学がわかるということ，数学をするということ

が意味していることについての生徒たちの考え方を変えていくということは，一部は普通の教室

のやにあるルールとは腐のルールに基づく社会的な状況を作り上げていくとし、う開題であり，数

学がわかるということについて生徒たちが持っている常識に対する挑戦であった。それはちょう

ど，人にダンスを教えるように，毎日の練習の中で説明宏し，実際に演じて見せ，一緒にやって

みることが必要なのであった (P.58)oJデューイの雷葉で言えばそれは教師と生徒が「協働探

究 cooperativeinq uiry J (阜111，1994)に従事するということになろうか。
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7.ニつの相互作用の水準とその役割

本主主では，社会的構成主義論の具体的な展開の例として知識塑得にはたしている社会的相互作

用の役割について検討する。ここでは相互作用を便宜上，水王子的相互作用(horizontal 

interaction)と垂渡的相互作用 (verticalinteraction)の2つの水準に分けるが，このような分類

はもともとは Hartup(1989)の発想によるものである。このニ種類の松互作用は相互作用する相

手が自分と比べて発達的に同じ水準にあるのか，それとも上の水準にある者かどうかということ

で分けたものであるが，根手が認知的熟達度が痛いとそれだけこのパートナーから指導的な役割

を受ける可能性が高くなる。その典型的な場合が親や教師との相互作用である。こう L、う室長誼的

な棺互作用の中で行われるやり取りと，同じ水準の者同士の潤の水王子的な相互作用とでは当然な

がら相互作用の内容もその機能的意味も異なってくる。

Granott (1993)はノfートナ一間の認知的熟達のズレの大きさと，協同活動の強さの稼度という

2つの変数の組み合わせで 9つの相互作用のタイプを匠別している(図一1)。この図では，縦軸

が相互作用の垂蔵一水王子牲の次元で，上の方になると相手が熟達しているいわば黍直的相互作用

が燥関される場合である。横車自は，相互作用の共同性の次元で，密な相互作用が展開されている

かどうかで分けたものである。例えばパートナーの一方の方がはるかに熟達していて(垂直的棺

互作用〉共同性が強い場合には「足場づくり (Scaffolding)J的な支援活動を中心とした相互作用

になり，共同性が弱くなると発達が進んでいる者の行動を「模倣Jするという一方向的な相互作

用になってくる。「足場づくりJは典型的には家庭の中での母子関係の中での子どもへの「教え」

がある。もともとこの「足場づくりj とし、う用語も母親のこのような子どもへの手助けを概念fと

したものなのである。そしてこの両者の中摺にあるのがし、わゆる「徒弟性J(apprenticeship) 

で，学習者自身による活動や学びを中心にしながらも，指導者が必要に応じて関わるというもの

で，その典型が運動学習におけるコーチングであり，職人の徒弟性なのである。この 3タイプの

場合は，いずれも一方のパートナーからの指導的な活動が強くなっている点で共通しており，い

わば垂直的梧互作用に属するものである。

ノ号ートナー聞の認知的熟達度に差がない場合には，共同性が強くなると「相互協同作業J

(mutual collaboration) ，それが弱くなると「並行活動J(parallel activity)という相互作用にな

る。またその両者の中間が「対等な欝係J(counterpoint)ということになる。この分類にあては

めて考えると，ヴィゴツキ一派が主に想定している相互作用というのはピアジェ派のそれと比べ

てパートナー簡の認知的な熟達のズレ，共用性がいずれもいくぶん大きな垂直的相互作用のタイ

プのものということになる。これに対してどアジェ派では，学習者の主体的な知識の構成に力点

を援くので，垂直よりは水平的なものが相互作用のモデルとして想定されることが多い。いずれ

にしてもこのようないくつかの相互作用のタイプによって，そこで展開される相互作用の活動の

様相，その効果は奥なってくるのであって，社会的相互作用を一般的な形で議論するのは避けな

ければならないのである。
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FIG. 1 Collaborative interactions. (Granott，1993) 

1)水率的相互作用

ここでは同じような認識の水準にある仲間との共同作業 (peercoIlaboration)がどのような機

能を果たしているのかを課題解決を中心にみていくことにする。

(1) 作業の分業による分担範醸の醸定と多様な視点取得

共同で作業をすることはまずは，責任の分散と負担軽減という形の直接的効果が考えられる。

それでは，機械的に仕事量が分割されただけのことかというとそうではない。それであれば，

に一人でやるべきことを一人当たり 1/2，1/3にしただけのことで総体としては何も変わら

なくなってしまい，共同で仕事をする積緩的な意味がなくなってしまう。むしろ，分担した者の

関で情報の相互交換，つまり社会的相互作用が展開されている事態では単なる機械的な分割以上

のものが生まれてくるのである。例えば， Hatano & lnagaki (1991)が仮説実験授業における集団

討議の機能を sociallyshared cognitionの説点から述べているのがある。

仮説実験授業では，あらかじめ予想される実験の結果がいくつかの選択肢の形で用意されてお

り，これらについて異なった考え方を持った複数のグループの間での論争を授業の活動の中核に

位置づけている。グ、ループによる議論の前に，子ども達一人ひとりがこの選択肢を選び，予想を

立てているので，自分はどのグ、ル…フ。に崩しているかとし、う帰麗意識は明確なっている。いくつ

かの対立するグ、ループにとりあえず帰属しでものを考え，議論するということはもっぱら自分達

の規点から議論を展開する，自分達の意見を擁護する議論展開をするということである。波多野

らはこれを「党派性(パルチザ、ンシップ)J (partisanship)という言葉で呼んでいるが，彼らはと

りあえず自分の立場だけを考えればよいということで，そこに分業と，当分の間は一つの視点で

ものを考えておけばよいという思考の節約の効用が生まれてくると指摘する。
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そして，さらに対立的な議論の場合には，自分達を擁護するための主張をしながらも当然なが

ら，柏手の意見を開きながら，自分違のそれとはどこが違うのか，論点は侭なのかと L、う論点の

明確化が行われていくことにもなる。こう L、う議論を通して自分達の見方とは違ったものの見

方，考え方があることにも気づき，多様な視点からもう一度吟味し直す機会が与えられることに

もなるのである。相手を説得させるための議論が逆に自分違の根拠の不十分さに気付くきっかけ

になっているのである。

間じく仮説実験授業の討論過程を分析した Wertsch& Toma (1995) も，自分の意見表明の段

階では，自分の考えだけ宏述べる monologueの会話が主流であるが，集部討議の中で出される濯

出の説明は切らかに dialogueの形になってくるという。「あなたたちの考え方だとこうなるけど，

私たちの場合はこの点が違っているj とし、う会話表現が多くなり，どの立場にいたとしても複数

の視点からみることが可能になっているのである。これはまさに次にみる言語と会話が持ってい

る遠心作用と求心作用の 2つの働きそのものでもある。

(2) 共向による機能的分担

共同作業の中で役割分担をするということは，認知的活動を分数させる意味も持っている。

人でいくつもの認知活動をこなさなければならないことから生じる過剰負担を軽減し，より効率

的な認知活動を展開することが可能になる。ここにも単純に仕事量を分割した以上の意味がある。

三宅(1988)は，二人で共同して問題を解いていく時(テレピゲームのシミュレーションゲー

ム〕にどのような役割分担が行われ，どう相互作用が展開されているか合分析している。そこで

は課題遂行役と，その入院の振る舞いをそばに廃って補佐して間違った時などはチェックしてい

くモニタ一役の二つの機能分担がとり上げ、られている。はじめは画面を二分割するような機械的

な分担が行われたりするが，結局は機能的な分祖に行き若く。これも一人で作業する場合には課

題遂行とそのモニターを開時に行わなければならず，見落としゃ失敗しがちなところを機能的に

分けていくことで避けることが可能になっているのである。機能的な役割分担は南じ Miyake

(1986)のこ人でミシンの原理を採っていくという開題でも見られる。ニ人の陪では，大まかには

ミシンについての知識を多く持っているパートナ…の方が説明役になって，もう一人がもっぱら

疑問点を出しながら不朔な点を確認していくという聞き役や質問役が取られている。この場合に

も質問役から出される難問が説明役にとってもその質問に答えることを通して自分の理解を深め

ていくという自己準拠的な機能や再帰伎を生み出す働きをしているのである。開いな発する場合

も他人への向けられた質問は同時にそれは自分にも向かっているのであり，自己の疑問を明確化

し，次の理解へ向かう重要な契機になっているのである。 Brown& Palincsar (1991)によって行

われている子どもたちどうしで先生役を交代しながらグ、ループ。学習を行っていく「相互教授

(reciprocal teaching) Jも相手に教えるとし、うことは自分の学習そのものになっているとL、う点

では向じ機能を述べたものである。

Hatano & Inagaki (1991)のもう一つの研究をみてみよう。彼らは「猿の身体的な特徴を樹上生

活との関係で考えるj という課題を用いて，クーループの中での議論を通して子ども達一人ひとり

はどのようなして知識を洗練させて行ったかその過程を分析している。表 1は，個々の子どもを

多数意見派 (majority)に属していたか，少数意見派 (minority)であったかという点と，発言を

積極的に行っていた (voca¥)かあるいは逆に開き役にあった (silent)かという 2つの変数で 4つ

のタイプに分けて，クツレープ討論の後の一人ひとりの説明の正確さを調べてみたものである。表

にあるように，積極発言派はたしかに説明がより洗練されたかたちになっているが，この結果で
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もう一つ話白いのは開き役のグ、ループでは多数意見派の方が説明の洗練度が低く，少数意見派の

方が洗練度が高かったということである。自分が聞き役の場合には，議論を聞きながら自分の意

見と同じことを言っているのは誰であるかを積極的に探そうとするし，さらに少数意見派である

ということになると，自分の意見の代弁者がなかなか見つからないために反対の立場の意見につ

いても耳を傾けることになる。そのことが説明の洗練度を高めるのに寄与していたと考えられる

のである。とかし相互作用というものを表出された言語的なやり取りの分析だけから考えがち

であるが，聞き役に回っている者の中で起きていることも相互作用分析の視点の中に入れて聾か

なければならないことである。グ、ループ活動の中で個々のメンバーがどのような形で情報の受容

を行い，認知的変容を行っているのかその過程に踏み込んだ研究が行われなければならないので

ある。

Table 1 

DEGREE OF ELABORATENESS OF EXPLANATIONS GIVEN BY EACH TYPE OF 

P ARTICIP ANT AFTER DISCUSSION 

Type of participant 

Majority-vocal 

Majority-silent 

Minority-vocal 

Minority-silent 
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(Hatano & Inagaki， 1991) 

らが扱った国語の説明文教材の授業では〔佐藤他， 1987)，話し合いの中で子どもたちはさ

まざまな役割を持ちながら発言していることがみられた。授業展開の早い時期に問題提起的な発

言をする子や，途中まではもっぱら開き役に回っていたが話し合いの終わりにまとめとしての役

割を持った発言をする子どもなど，役割が分化している。そして，彼ら自身も教室の中での発言

の役割や全体の話し合いの流れの中で持っている影響力の大きさについて相当自覚し，また意識

していることを直接述べているし，実擦の話し合いでもお互いがこの発言のヒエラルキーを利用

しながら発言をしていることがわかる。それを最大に利用しているのは，もう一人の授業の構成

メンバーであり，発言者でもある教師である。もちろん，これは一つの教科の授業に醸つてのこ

とであり，別の教科になると到の話し合いの役割と構造が作られているのである。

(3) 方向づけとしての相互作用

Maiurana & Varela (1980)は，言語的相互作用は方向づけの相互作用であると言う。つまり，

「棺互作用は，それぞれの対話者の準拠する背景を特定し，雷語的相互作用の生じるコンテキス

トを構成する」のである。相互作湾を通してお互いが棺手に侭が偶題であるか，どこを重点的に

考えるべきかを特定化ずるのである。そして，問題の共有化に向けて議論を収数化さ位る方向で

進む。もちろん，同じ問題で話していたつもりがズレていたと L寸可能性は決して消すことはで

きないが。

Rogoffたち (993)の研究をみてみよう。彼女らは子供たちに護数の盾屋を回って決められた

品物を無駄な動きをしないで、効率良く買い物をしていくためにはどう L、う/1夜番が良いのかという

計画性(プランニング〉の立案課題を共向で解かせた。当然，活発な言語的相互作用が展開され

たが，言葉で自分の頭の中で考えていたプランニングの内容が言葉で表出することによって課題
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の客観化と共有化が可能になったのである。そして，ここでも間碍に自分の思考会も客観化する

という白日へ向かつての求心化が当然起こっているのである。

(4) 自己準拠と再帰機能としての他者

これまで上でみてきた通札相互作用は自弓と他者の両方に向けられた投射であった。このこ

とを一言で言い当てている言葉がある。「発話は対話的な倍音に満ちている」。このフレーズは，

言語会現実の生活の中の生々しい発話と対話の世界の問題として考えようとした言語学者のパフ

チンの言葉であった (Wertsch，1991)。

同様の発言をしている他の研究者もいる。コミュニケーション行為は他者へ向かうものである

と同時に自己へ向けられた反省的言語行為であるという指摘はデューイやハーパーマスによるも

のである。

そして根互作用を通して「反省的転回 (reflectiveturn) Jと「命題の精級化jが行われること

で，我々の開の関主観的一致，意味や知識の共有化が期待されるのであり，ここに社会的行為と

してのコミュニケーションが持っている意味がある。

(5) 知識の共有化

「知識の相互反射』控J(大浮， 1994)が不完全であるからこそ，お互いは完全には一致すること

がない。 fあるところまでは双方はお互いの相手の知識についての知識を持っている。つまり，栢

手が自分の鏡であるかのように，知識に関して，両者は相互に反射しあっているJ(大津， 1994)。

だが，それはあるところまでの話しだ。実はこの他者には自己も含まれている。そして私たちは

そのこともよく分かっているからこそあえて「合意」を求めつづけるだ。きわめて逆説的である

が。そして「合意j というレベルで、良しとしておくのだ。「知識の共有Jといった時の f共有」も

上のような意味なのである。

江原(1985)はシュッツの社会的行為とレリヴァンス論を援用して次のように述べる。「われわ

れは，皆独自のレリヴァンス体系(一言で言えない概念だが，あえて言えば行為選択の擦の基準

となる世界像とでも言うべきもの〉を持っている。(情報の)発信者の解釈摺式と受信者の解釈限

式の充分な同一性は少なくとも日常生活の常識的世界では不可能である。解釈図式は，生活誌的

状況と，それに起源を持つレリヴァンス体系によって非常に強く決定される。しかし，また

シュッツは，社会的相互行為によって，それぞれが他者に働きかけ，他者の行為に反応すること

で，お互いに自発的に相対し，お互いに自分を相手に『鵡整』して少なくともある程度，内発的

なレリヴァンスを共有することができるん棺互作用を通して自己と他者が完全に全く同じ知識

を共有することも，また逆に全く知識など共有できないと結論するの込どちらも幻影である。

2)義蔵的格互作用

(1) 足場作り scaffoldingとしての相互作用

水平的相互作用の例として先に述べた BrownとPalincsarたち(1991)の「相互教授 (recip

rocal teaching) Jも実は，子どもたちだけによる小集団学官だけではなし教師が適宜必要な時

に指導や援助を与えながら授業が進められている。そう L、う意味ではこれは垂直的相互作用の実

接例にもなっている。基本的には話し合いのリーダーになった子どもを中心にしてグ、ループの話

し合いは展開しており，必要な指示もこのワーダーから出される。しかし，子どもたちの話し合

いが混乱したり，間違った理解のままでいた持などは教師によって適切な指摘と指示が出される。

子ども自身による話し合いをうまく支えていくとL寸形で教師が振る舞っているのである。彼女
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らの結果によれば，努らかにこの「相互教授」の教授効果は高く，通常の直接指導では得られな

いような効果が生まれているのであるが，これも教師の適切な関与があるからである。この「相

互教授Jの考え方はまさにウ、、ィゴツキーの重要概念である「最近接発達領域ZPDJの授業にお

ける実践版ということになる。「最近接発達領域Jの概念を子どもの側の内化の過程と切り離し

て単に教育の役割を指摘したものと解釈すること(このような解釈の仕方がわが閣ではもっぱら

であった〉の需題についてはすでにその(1)(59号紀要〉で書いたので、繰り返さないが， r足場

作り scaffoldingJの考えとそれを具体化した教授方法である「相互教授」が f最近接発達領域j

の概念を最も端的にあらわしたものといってよい。このように「最近接発達領域Jは学習者の学

習活動をどのようにして適切に「支援 scaffoldingJしていくかという問題でもあるが，ブラウン

らのようなグ、ループ学習の中で教師が直接支援を行っていくというものではなく，コンピュー

ターを支援システムに使ったSalomon(1993)の作文学習の試みも「足場作りJとしての棺互作用

の例である。作文教育については既にScardamalia& Bereiter (1986)の研究があるが，サロモン

たちの研究も文章を書いていく時に必要になる自己調整やメタ認知の能力を作文支援システムと

の相互作用を通して身につけさえていくことをねらったものである。ライテング・パートナー

(Writing Partner)と名付けられた支援システムはいま文章を審いている人とオンーライン的に

書き方を指導できるという点が特徴であるが，もちろんこの支援システムはこの道具を使いなが

ら文章を作ることを積みかさねていくことで文章を書く技能が洗練されたものになっていくとい

う実践的な技能の習得をねらったものであり，同時にこの指導内容が自己の技能として内化さ

れ，護れた書き手として自立していくことを最終的なねらいとしている。いわばこの支援システ

ムの中に存在している文章表現の諸技法が自巳のゆに表象体系となり，メンタノレモデ、ルとして使

われていくようになるということである。それはちょうど，私たちが統計的検定の諸技法を道具

として習得していくと，この表象モデ、ルが私たちの思考のそデ、ノレにもなっていくということと閉

じである。例えばケリーのANOVAモデルがいかに私たちの知的活動のための道具と思考のそデ

ルになっているかということがそのよい実例である (Gigerenzer，1991)。このことは次の社会・

文化的な活動としての相互作用の問題でもある。

(2) 社会的なカップリング活動としての相互作汚

人需の精神発達はし、まそこで生活をしている社会文化的な環境とのつながりの中で論じること

によって理解することができるのだということがヴィゴツキーから出されたメッセ…ジであった。

認知発達は文化的な道具を媒介にしてより熟達したパートナーとの相互作用やコミュニケーショ

ンを通して獲得されるまさに社会的な過程なのであり，またこの相互作用も社会文化的な文脈の

中で展開されていることなのである。いわば相互作用は社会・文化的にカップリングされ，この

社会・文化的な文脈のやにおかれてはじめて機能的意味が明らかになるのでもある。ここでは社

会的相互作用を社会・文化的な活動として論じている口ゴフの研究 (Rogoff， 1990; 1991; 1993) 

を取り上げてみよう。

ロゴフが研究の中心にLているのは前の節でも述べたように社会的な相互作用の中でのプラン

ニングの発達であるが，彼女はこの社会的な相互作用をより大きな社会文化的な文脈の中で議論

をしている。ロゴフ(1993)は「徒弟性 apprenticeshipJr指導を受けながらの参加 guided

participationJ r専有appropriationJという 3つの異なる水準の社会的な活動を上げている。これ

らは現実には分離不可能なものであって相互補完的な関係になっているという"r徒弟J性」はコ

ミュニテイのレベルで、の活動のそデ、ノレであり，文化的に組織化されたゆで他者と関わり合ってい
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る人間の活動を扱っている。そこでは認知行動がさまざまな文化的装置，文化的側儀体系，状況

的な制約といったものの中で議論されることになる o I指導されながらの参加Jは，ウ、、ィゴツキー

の「最近接発達領域論Jを修正したもので，個人とその社会的なパートナ…との相互影響的な役

割に力点をおいたもので，相互作用のプロセスとそのシステムを論じたものである。「専有Jは

ヴィゴツキーの「内化j概念を発展させたものであるが， I内化」の場合には偲人の中へと知識が

怯達され，内化されていくとL、う外部と内部との二項対立的，静的な関係で捉えられてしまって

いる。むしろ個人と他者との間でダイナミックに展開されているという関係論的な視点で知識の

獲得を考えようということであえてこの概念が使われている。この 3つの概念はし、わば，文化，

対人関係，個人という 3つの社会的な水準に対応したものである。ロゴフはプランニング符動と

その発達という側面に限定しながらも人間の行動をより広い社会文化的な文脈の中で，相互作用

的な視点からみていこうとしている。

ロゴフ(1990)によれば， I徒弟性jは言語発達の過程を比時金的に表現するものとして使われた

り，レイヴの最近の研究に代表されるように大人の技能語iI練や知識獲得にまで広い意味で使われ

ているものである。ロゴフの場合にはこの概念は認知活動についての文化的文脈といった意味で

使われている。ロゴフは(1993)プランニング行動の例にしてガール・スカウトのバザーのセー

/しという場面で説明をしている。パザーでクッキーを売る時には，品物の値段を間違わないよう

にしてお客と対応したり，限られた時間の中で他の仲間やリーダー，親などとのチームワーク，

協力関係を調整してうまく進めていくといった効率的なプランニングに基づく行動が一人ひとり

に要求されている。ここでは既にこのバザーを経験したことのある者が複数ではじめての経験者

にアドヴアイスを与え，補劾をする形がとられている。また，注文票もクッキーの種類や値段が

お客にも，売る側にも間違わないように上手く色分けしたものが使われているといった工夫が受

け継がれているが，クッキーを売っていくためのプランニングについてのこの集合的な経験も

カ、L ルスカウトと L、う組織が持っている伝統と実践と L、う文化的な文脈に支えられ，またその制

約の中で起きていることなのである。

「指導されながらの参加j は大人や熟達した者と一緒に課題を解いていくことで受ける援助の

効果を述べたもので，社会文化的に構造化された集合的な活動に参加している者の間で展顕され

る相互作用に焦点をあてたものである。先のプランニングの課題も、子ども閥士ではなく，大人

と一緒に解かせてみるとより効率のより買い物の経路をイメージできたが，大人は上手な方法に

ついて何度も子どもと話したり，どうしろ経路を行くか決める持にもそれをはっきりとわかるよ

うに言葉で表現するといった手だてをとっていることが観察されたのであり，まさに子どもの

「最近接発達領域jを刺激しているのである。

ここで大事なことは，大人や他の仲間との相互作用はそのコミュニテイの社会文化的な活動の

一部として行われているのであって，文化的価値に向けての活動であるということである。例え

ば， Saxe (1991)が明らかにしたブラジルの子どもたちが街で飴を売るとし、う実践的な活動の中

で身につけていった算数の知識のことを考えてみるとよい。彼らが実践を通して学習をしていっ

た「路上算数Jもそれは飴を売って商売をする，つまり儲けを得なければならないという彼らの

社会文化的な実践のためであったのであり，しかも彼らが飴をいくらの鍍段で売るかとL、う鏑格

決定も急激なインフレや絶えず通貨制度がかわるというブラジルの社会文化的な現実の中でいか

に上手くやっていくかと Lづ社会的な実読を目指してのものであった。そしてこの価格決定を含

めて披らがそこで必要としている知識はコミュニテイの中に実践的な経験の蓄積として共有され
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ていて，新参者は先輩の手ほどきをうけながら順次受け継がれていくというまさに「指導されな

がらの参加Jが行われているのである。この相互作用を抜きに彼らの「路上算数Jの知識の構成

過程を論じることは出来ないのである。

あるいは，人類学者グラッドウインが紹介している有名な海太平洋・カロリン諸島に伝わって

いる航海法であるスターコンパスがどのようにして継承されていっているかを考えてみるとよい。

グラッドウインによれば基本的に障の上での学習法によってそれは行われるという

CDowns & Liben， 1993)。彼らはカヌ…小屋に集まって砂の上に広げられた海に見立てたマット

に小石を配置し，一種の地劉をそこに作り上げる。この小石は星の配置を表すこともあるし，そ

れぞれの島を表現する場合にも使われる。この認知的道兵である地図を媒介にしながらコミュニ

テイの中で社会文化的に大きな価値が賦与されているスターコンパスが熟達した者から新参者へ

と括達され，共有されていっているのである。

ここで取り上げたような学びがレイヴのいう「真正authenticな学習jであり，彼女らが展翻し

ている「正統的周辺参加論」による学留論であった。学校とし、う特殊な学びの場にこれらの考え

方を具体的な実践方法を持ちながら導入していくことが大きな諜題である。その一つの試みが

Lampert (1990)の実践であり，わが闘では，仲本(1979)による高校での実銭だろう。

(3) 事例:教室学警で果たしている教師の役割

ここでは，格互作用を中心にした学習者主体の授業展開における教師の役割と重要性が端的に

表現されている一つの授業実践例を取り上げてみよう。この授業の記録と分析は筆者が行ったも

のである。なお，文中の氏名はすべて仮名である。

この授業は，長さの単位(メートル〕の意味が議論されたものであり， 4年生の分数の援業の

一環として行われた。札幌市内の小学校4年の 1クラス。この授業の中で教師が取っていた授業

構成の考え方と実際の教授行為は，話し合いを授業展開の中核にすえた時の教師の取るべき対処

の仕方を考える上でL、くつかの示唆を与えてくれている。

①対決型による討論展開と論点の明確化

授業では，課題の提示(12mのテープがあります。 3/4mは(数直線上の〉どこです

か?J) と個別学習(子ども達は各自のノートに位讃を記入し，その理由もまとめる作業を行う)

の後，話し合いを開始するが，授業者は子ども達の意見を二つに分けて，対決選の討論形態を

作っている。

教師は，はじめに一人の児童を指名して，黒板に位置を記入させる。この児童は 2mの3/4

と考えて 1. 5 mのところをその位置とした。これに対してはと当然，反対意見が数名から出さ

れ，教室の子ども遠の意見は大きくこのニつの考え方に分かれることになる。

松山は 1. 5 mのところに矢印を記入する。これに対して， r違うんじゃない ?J とい

う戸が何人かから上がり，小松が O. 75 mの位置に矢印を書く。

ここで二つの対立する考えが出されたが，教師は教室の子どもたちが「松山派Jr小
松派Jのどちらの考えに立っか，自分の名札をそれぞれの場所に貼らぜて立場を明確に

させておしさらに，教師は「どちらも正しし、」という考えと，どちらなのかわからな

い子どもたちをまとめて「疑問派jを作って，そこにも自分の名札をど震まかせる。
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ここで， I疑問派Jも含めると三つのグ、ループが出来上がったが，教師は， I松山派J対「小松

派Jという対立図式で論点を義理し，この二つの問での議論が本時の中心課題であることを子ど

もたちに明確に意識させることをねらっている。

ついで，教師は，話し合いをすぐには開始させないで，もう一度ノートに考えをまとめる作業

を入れている。これは対立図式で明確になった論点に沿って自分の考えを再度整理することと，

議論の開始に先だって自分の主張の根拠(理由〉をはっきりとさせておくという意味を持ってい

Tこ。

議論を噛み合わせて，深まった議論展開にしていくためにはこのような作業設定や指示が教師

から出されることがきわめて重要である。論点があいまいであったり，はっきりとした根拠を持

たないまま議論をはじめてしまうと論点がずれた議論や枝葉末節の論議になってしまうのである。

「対決型jの論議は，論点を務確にし，日爾み合った議論展開をしていくための効果的な方法で、

あると同時に，学習者の思考展開を考えたときにも有効な働きをしている。いくつかの対立する

考えの一つにとりあえず自分を帰属させて，その視点から議論をし，自分たちの意見を擁護する

議論展開をしてし、く。まずは自分の立場だけを考えておけばよいということで，分業が生まれ，

思考の節約になっているのである。このことを波多野詰余夫は「党派性(パルチザンシップ)Jと

呼んでいた。もちろん，議論の中では，自派の主張をしながら，同時に格子方の意見を開き，窃

分たちの考えとどこが違うのかを考えてL、く o そのことによって，もう一つ加の視点，考え方が

あることに気づき，もうー震自分たちの考えを吟味し直す機会になっていく。自分一人で考えて

も，そのような考えの相対化や，複数の視点を持つことはなかなかできない。だからこそ，練り

合いが必要なのである。以上のことは既に先の1)水王子的相互作用の節で、述べた通りである。子

ども達自身による話し合い=水平的相互作用を授業展開の中心にすえた場合でも，それなりの手

だてが教師の手によって事前に打たれ，用意されていることが重要なのである。

この「党派性Jもあまりに他派を攻撃する，打ちまかすことだけに議論が集中してしまうと，

本来の対決型の議論が持っている上のような意味が失われてしまう危険性がある。格対的に物事

を考えるとL、う発想，そこに価僚を置くとL、う教師の普段からの思想が大切になる。この学級で

は，子どもたちはいつでも自分の意見や立場を変更することが可能で，その都度黒板の名札念入

れ替えるために席を立っていた。この教室ルールは互いの考えの「相対fむという観点からする

ときわめて重要である。

②討論過程の中で意見と立場の表明を行う

この授業では，討論開始の時点や話し合いの中で，子どもたちは自分がどの派に所属している

のか，どの立場からの意見なのかを常に明示しておくということで黒板のそれぞれの派の場所に

自分の名キしを置いておくということをしている。あるいは話し合いの途中で，意見変更をする場

合にも名札の姑りかえを自分で行うというルールを作っている。

この自分の立場を表現してし、く作業にはどんな意味があるだろう。算数・数学教育の中で，社

会的構成主義者の代表とされている Ernest(1991)は次のように指摘している。個々人がはじめ

に持っていた主観的な考えが客観的な考えへと変わってし、くためには「公表j し，社会的なもの

にしていくことがまず必要で、ある。そして，それを他者が郊の視点から解釈して投げ返していく

相互作用を通して，はじめて互いに認める客観的な数学的な考えが形成されていくのである。

③悩むこと，わからなくなることに価値観を置いた学級文化の創造

議論の開始にあたって，まず教師は「疑問派jの子どもたちから「迷っているのはどんな点な
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のかjを出させている。これによって「伺を 3/4すべきかわが論点となっていることを気付

かせることをねらっている。

豊田 r0から 1mの間で、 3/4mを指すのか， 0 mから 2mの闘で、 3/4を指すのかが

わからなしづ。

山本 r4/4が 1mなのか， 2mなのかわからないから (3/4mがどこなのかわから

ない)J。

教師はここで， r迷っていることの意味わかるわと，教室の子どもたちに開い返し，

問題点の確認を行う。

「疑関派」の迷いや悩みをはじめに出させることは，何が論点になっているのかを子ども達に

明確にさせるだけでなく， r分からないことJr悩みjを持つことが大事なのだという価償観を学

級文化として形成していくことなのである。先の f党派性Jのところで、述べたように相対化して

ものごとを考えること， rこういう自分の考え方でよいのか ?J と反すうしてみる姿勢が大切な

のである。「悩みJを共有化できること， rわからなくなることJに価値観を置いた学級文化の創

造こそが練り合える授業で最も必要なことである。

「悩みjの共有化は，計算の意味の習得=構成を個人の学習活動に鴎めてしまわないというこ

とにつながってくる。「何故，そのように計算するのか?J rどうしてそう考えるのか?Jという

意味への間いは，例えば，そう計算すると「衛単だJ，そう考えると「わかりやすいJr一般的

だJrきれいだJといった互いの考えの「よさJの吟味を生み出す。「よさJは，他の考えと比較

・検討して，また別の場簡で使ってみるなどして， r相対化Jずることで明らかになる。練り合い

の中核は，互いの考えの根拠としての意味を問い返すことに始まる「よさj の吟味にこそあるの

である o

算数数学教育学者であり，認知科学者としても有名なSchoenfeld(1992)は，算数数学的活動の

本質について次のような逆説的な命題をもって説明している。多くの教師や親，あるいは一般人

は数学の学習というものについて次のような誤った信念を持っている。つまり，

・数学にはたった一つの答と解決方法しかなく，その方法は先生が教えてくれるものである。

・数学は理解することではなく，憶えることであり，学習したことを機械的にあてはめるだけ

である。

-数学は一人で行う活動であって，問題は自分一人で解くものである。

・学校の数学と実生活のこととは何のつながりもない。というものである。

実際には，この信念とは全く裏はらのことが算数・数学的活動の本質なのであって，解決のた

めの筋道を発見していくのは学習者である子ども自身である。あるいは，自ら考えていくなかで

知識を生む学習は，それぞれの問題解決の仕方が「算数・数学的よさJとL寸基準からするとど

ちらがより優れているのかを議論し，評価していくとL寸共同的な過程を通してはじめて可能に

なるのである。

密議論のすれ違い，発散を防ぐための教師の関わり

子ども達は議論が白熱してくると，全体の議論の方向を見失うことがある。議論そのものが

「議論のための議論Jになってしまったり， r枝葉に入った議論jになってしまうことがしばしば
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ある。教師が常に論点の整理をしておくことが必要である。そこでは，子どもの発言を確認し

て，もう一度発言させたり，不明の場合には別の子どもに「鶴訳Jをさせるといった手だても取っ

ておかなければならないし，時には発言をど制止したりすることも必要になる。

教師「もう一閉そこのところ言ってみて。j

fちょっと待った。今の意見の意味わかる?誰か翻訳して。j

「今，こうちゃんが言ったのは， mがつく 3/4mと，何もない 3/4では意味が

違うんだということ ?J

「なんか議論が噛み合わなくなってきたな，もう一度整理するよ。j

議論が堂々巡りをしている中で金子が有力な根拠を出してくる。

金子 1mが関係している。 mをなくすと 2mの3/4になるけど， mがつくと 3/4m

だから 1mより短い75cmになる。J

教師「ちょっと待った。今の金子君の言った意味わかる ?J

先に述べた「対決型jの議論展開の仕方も，この論点を整理する一つの有効な方法になっている。

以上，見てきたように，授業者は子ども達の話し合い展開を側面から支え，必要な時には適切

な指示を出し，必要な手だてを充分に打っている。水平的相互作用の背後にある教師の輿わり

(垂誼的相互作用)の重要性がよく示されている。そして，教師が果たすべき最大の役割は，た

とえ議論の整理を教師がやったとしても，子どもたち一人ひとりが議論に参加することを通して

自分たちで「問題jを解決しているのだという感覚を絶えず持つような「学級文化Jを作り上げ

ていくことなのである。

なお，この授業についての分析は，佐藤C1994b，1995b)でも行っている。

8.格互作用における創発性について

ここでは，相互作用と L寸対話的交流の揚が私たちの認識活動に何を提供しているのかを検討

する。はじめに，認知心理学の中で今，一つの新しい動きとなっている状況的認知論について述

べる。相互作用の考え方では，認識活動を対話という具体的な状況の中で考えようとする。そう

いう意味では，状況的認知論の主張は，相互作用論でとっている主張でもある。

次の 2)では，相互作用という場の中で生まれる「創発的振る舞L、J(emergent behavior)と

協応行動の問題について考える。相互作用の中では，必ずしも予定調和的な形で事が起きるので

はなく，まさに偶然性と逸脱性の可能性を常に秘めている。しかし，それでは全く偶然のでたら

めだけが支配しているのかというと，そうではなく秩序の自発的な形成がみられるのもまた事実

なのである。相互作用の中で作られる「協応構造Jについても創発性と共に考えなければならな

いことである。

1)状況的諒知識と相互作用

Suchmanは1987年の「フ。ランと状況的行為Jの中で，これまでの認知研究が前提としてきた
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「プランニングモデルjに対して批判を行っている。彼女によればこうである。人の行為は歩行

からはじまって悶的の場所まで行く，賢い物をする等々，合理的に振る舞っているかのようにみ

える。こういう行為の系列を外から挑めるとたしかにシステマティックである。そしてこういう

行為は，環境に関する表象や行為についてのプラン表が階層構造的に頭の中にあって，それらに

よって?制御されているとみなすこともできる。従来の認知心理学(=認知科学)ではそういう枠

組みで人間の知を説明してきた。つまり，知識や意思決定などの頭の中の「表象jが主主体的な行

為のありょうを決定している。しかもこれらは状況とは切り離された独立の「記号体系」とその

形式的なルールで完全に記述で、きると L、う前提に立っている。

だが，サッチマンは行為はつねにローカノレな状況とインターラクトしながら進められるもので

あり，頭の中の行為意図=プランにすべて回収されてしまっては現時のタγナミズムが見えてこ

ないと批判する。これが彼女の「プランニングモデルJ批判であり，従来の認知論で、取ってきた

「表象主義J恵理に対する批判なのでるる。彼女は，これに代わって，状況の中で行為する過程

とみる認識論を提唱する。このサッチマンの考えに代表されるような認識のとらえ方が「状況的

認知J(situated cognition)，あるいは状況論的接近と言われているものである。われわれの現実

の生活の中での認知的活動というのは，このように自分宏取り巻いている外界の中にある，道具

や他者などと絶えず相互作用しているのであるが， r情報処理的アプローチJでは頭の中の内的

な世界やそこでの過程だけが問題にされたため，この外部との相互作用は一切無視されることに

なる。私たちの日常の生活の中での行動を考えてみればたしかに外部と一切関わりを持たないよ

うに考えることのおかしさがすぐに気付くはずである。先の自的地支で行くことにしても，頭の

中で計画したものに完全に縛れた行動などしていないのである。交差点の信号の様子や，そもそ

も予定の時期に間に合わないならば歩くのを止めてタクシーを使うとし寸手段そのものの変更ま

でもしてしまうのである。ものを書くという行為にしても問じである。ある程度の執筆方針は

持っていたとしても具体的に書き始めることから全てがはじまるのであり，書いたことが次の書

くべきものの方向づけもしてしまうのである。だから逆に霧いてみることで何が書きたかったこ

となのかがはっきりするという，まるでプランニングの考え方とは逆方向のことだって起きてい

るのである。日常の生活の中での認知的活動に自を向け， ¥， 、かに人聞の認知的活動が社会・文化

的状況や道兵の有無に規定されているかということを明らかにしていくという日常的認知研究は

文化人類学者が認、知研究の場に参入してきたことに多くを食っている。例えば，レイブによる一

連の研究がそうであり (Lave，1988)，最近「ワークスタデイJという言葉で表現されて，より広

く多様な労働の場の中で人聞の認知行動と労働活動が持っている状況依存性を解きあかそうとい

う動きになっているにhaiklin& Lave， 1993)。例えば，この中で報告されている Kellerたち

(1993)の鉄工職人の物作りの過程が分かりやすい。料理用の玉しゃくし(ladle)や肉差しの

フォークを作る持，柄の長さをどのくらいにするかということは始めからきっちりと決まってい

るのではない。実際には玉しゃくしのお玉の部分やフォークの刃の部分と柄とを付けてみて，全

体の麓さのバランスを計りながら栴を長くしてみたり，太くしたりして調整しながら使いやすい

ものにしていくのだ。最も，これはあくまでも手作業で作ってし、く場合であって，機械で全て

作ってしまう場合にはこのようなことはおきない。だが，手作業の過程が入ってくるような製作

過程，大工による家作りといったようなものでもこのような設計図通りにきっちりと事を運ぶこ

とはなく，作りながらその結果を勘案しながら次の作業を決めていくという柔軟な方法が取られ

るのである。
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実は，このような状況的認知に関する基本的な枠組みは既にヴィゴツキーによって認識への歴

史・文化的な接近の形で定式化されていたのであり，いわばヴィゴツキ一理論のリパイパルが

今，起きているといってよい。

ウ、、ィゴツキーは，道共によって対象そして環境世界を変えることができるが，同時にこの道具

は我々の行為を制御するものでもあることを指捕する。つまり，主体，道具，対象の潤の変化は

双方向的なものである(関-2 Iヴィゴツキーの三角形J)。

S R 

刺激ャ一一一一一一一一一一一一一一一一一一-7反応

X 
仲介物

悶-2 ヴィゴツキーの三角形j

状況的認知の立場では，学習を学習者側人の知識獲得に還元することをしないで，社会的な活

動の中で捉えるべきであると主張する。クラスの中での学習を併にとるならば，その教室メン

ノミ…相互が自分の考えを出し合い，影響を受け合っていく中で理解をすすめていくのであり，教

室という学びの共同体の中で一人ひとりの学習者は何らかの役割を果たしていくことによって社

会的な参加をしているのである。

学習をこのような形でとらえたならば，現実の教室の中で行われている学理こそが最も認知研

究者が取り組んでいかなければならない活動であることに患い至るのである。先のヴィゴツキー

が晩年に取り組んだテーマ、もまさに教室における社会的相互作用であったのだ。

そして，さらに状況的認知論の立場に立って学校の学びのおかしさと真の学びの回復を目指し

た学習論がレイウ、、 CLave& Wenger， 1990)たちによって提出されており，学びを抽象論議では

なく，本格的に議論する舞台が用意され始めている。

今日， I認知的徒常性Jcognitive appreniceshipの中で問題にされていることも初心者や見習い

職人が一人前になってし、く過程ではどのような熟達者や親方からの援助という形の相互作用を受

けていくかを問題にしたものであり，相互作用の過程を大人(あるいは熟達者)から子ども(初

心者〉への文化括達とする考えではヴィゴツキ一流の相互作用論と同じである。

2)相互作用の中での f舗発性Jと「協応構造j

行為は状況というものの中に「埋め込まれておりJ，半ば「行き当たりばったり」の中で行動を

発現させている。上では行為というものがすべてプラン通り，つまり表象とし、う現実とは離れた

我々の頭の中で作り上げられたものにトップダウン的に下ろされて決まってくるのではなく，む

しろローカルな，事が起きている状況の中で，その状況の中の相互作用を通して決定されるもので
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あることを強調してきた。それでは，この中で起きている事はばらばらな秩序のない動きかとい

うと，そうではなく，ある一定の秩序や合目的的な行動が相互作用の中で生まれ機接してもいる。

例えば，日常の会話とし、う相互作用をど取っても，混乱することなく，話し手と聴き手の順番を変

えて，しかも話しの内容にうまく沿いながら発言の内容を決めて話しをし，決して話しの流れが

ぱらぱらにならないように相互展開が計られている。それでは，この会話を脱線させないような

制約が外から与えられいるかというと，そうではなく様々な要素が相互作用した中から結果的に

生まれているのである。だから相互作用の中では新しいことが生まれると同時にそこに一定のf制

御と秩序の自発的な形成過稼をみることができるのである。この制御がないと単なるバラバラの

世界があるだけで，全体としては何の創発的な行為も生まれなくなる。いわゆるシステムの自己

組織化の問題であり， I創発性」の問題である。ここでは，システムの自己組織化とは，システム

が自らで秩序を生成，維持，変容させることとしておしまた「創発性Jあるいは「創発的な振

る舞L、J(emergent behavior) とは，自律的に振る舞っている個体がシステムとして集まった時

に，これらの個体聞の相互作用によってシステム全体の秩序が生成され，このようにして出来た

システムの秩序が逆に個体の振る舞いに制約を与えるとし、う双方向の動的な棺互作用過程の中で

新しい機能と秩序が作り出されることと定義しておく。教室あるいは保育園の場面を一つのシス

テムとみなして，そこに参加する子ども達と教師の相互作用によって教室行動(学留活動と教育

の活動入遊びの活動が展開されると考えると，それらはまさに「創発的な振る舞しづそのものと

して見ていくことが出来る。ただし，ここで相互作用なるものですべて説明ができると言ってい

るのではないことは断っておきたい。先の会話を例にして考えてみるならば，我々大人であるな

らば，グライスの「会話の公準j といったものに近い会話を円滑に進めるための知識ないしは社

会的な常識といった表象レベルの知識に支えられているのであって，表象的知識は会話成立のた

めに必要な制約条件であると言うかもしれない。また発話の交代 (turn-taking)の仕方について

の知識を長い経験を通して身に付けているのかもしれない。だが，私たちはいちいちこのような

メタレベルのルールを引き出して会話を展開していないし，しかも次にどういうことを話すかと

いう内容はあくまでも相互作用的な展開の中，文脈の中からしか生まれようがない。例えば，大

津(1994b)はコミュニケーションに整合的な秩序をもたらすことができるのは，受け手と送り

の間にある規範化された認知的ないしは錨僚的な判断(予鄭)を共通に所有しているからで，こ

の共有化された知識を前提にして行為が行われるから不磯定性が吸収されるとし、う伝統的な考え

方には重大な見落としがあるとし、う o つまり，お互いが知識を共有していると L、う判断そのもの

もこれまた共有されているとどこかで見なす作業が必要だが，これでは，再帰的な繰り返しが起

き，循環論法に陥ってしまう。そして知識が共有されているというのはたかだか第三者が外から

コミュニケーションをながめることができる時にしか言えない。だから「判断の共有性は，コ

ミュニケーション(成立のため)の諒歯ではなく結果だということJ(大津， 1994b)である。要

は対話的コミュニケーションを他者との不確定性というものを不回避的に伴う共同作業であると

いうことである。もちろん，意味は全く共有できない，お互いが了解不能かというとそうではな

くて，ここ 、たし、ことはお互いが他者の断片的な情報を自己の中に引き込み，それを基に伺

じ感情や経験，知識を呼び起こし， Iお互いが共振して・いるjと解釈するしかないということなの

である(このことを深谷・田中， 1994は巧|き込みによる共振的関係の成立」と寄っている〕。合

意形成や知の共有というのも実は完全なる一致を前提にしていないのである。むしろだからこそ

対話的コミュニケーションは単なる意味の話連以上の機能があり，意味を再編成し，創出する機
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能を持っているとも言えるのである。他者から出された情報を自己の中に引き込み，自分の既有

知識が新しい他者の視点で呼び起こされ，違った発想が生まれる可能性がある。自分とは全く同

じでない，違うものを他者が対話の中で出してくるからこそ新しい意味の創造が生まれるのだ。

システム内の要素陪の相互作用的振る舞いは全く方向性，競制を受けていない自由なものかと

いうと決してそうではなく，一定のシステムの秩序とし、う制約は受けている。例えば， 7 1) 

のところで、簡単にふれた教室の中の発言のヒエラルキーがそうであるし，現在，観察とデータ収

集が進行中の保育麗における幼児の集団遊びの成立過程を社会的相互作用とし、う観点から行って

いる筆者らの研究でも，相互作用の展開が持っている偶有性，状況依存的な側面と，相互作用の

秩序をシステムが与えて一定の相互作用の方向性を与えているという二つの側面とその間の動的

な関係を見い出すことができるのである。

このシステム内部における新しい意味の発生と秩序の生成という一見逆説的ともみえること

が，システムの内部で展開されている要素関の相互作用と，システムの構造的制約のニつを通し

てどのように作り出されていっていのかを明らかにすることが相互作用研究の大きな課題のーっ

といってよいのではないか。

ここに来て一つの考え方に行き着く。秩序は外から与えられたり，あらかじめ用意しておくの

ではなく，お互いの松互作用の中から結果として生まれてくるという考えである。システム内部

では，ボトムアップ的な相互作用を通して混沌とした無秩序な状態から自発的に秩序が作られて

くる。これが「協応、構造JCcoordinative structure)と呼ばれているものであり，自己組織化の考

え方である。この自己組織化では，相互作用によってシステムの費的な変化が起きる創発的なJ性

質 Cemergent property)を持っている(岡EB，1995)。この考えをさらに発展させたのが

Maturana & Varelaの「自己創出システム〔オートポイェーシス・システム)Jである。彼らは

「オートポイエーシス・システムjを次のように定義する。「オートポイェーシス・システムと

は，構成素が構成素を産出するという産出(変形・破壊)過程のネットワークとして，有機的に

構成された(単一的なものとして現れた)システムである。このとき構成素は次のような特徴を

もっ。(i )変換と相互作用をつうじて，自己を産出するプロセスのネットワークを絶えず再生産

し続ける。 (ii)ネットワークを空間に主主体的な単一体として構成し，またその空間内において構

成素は，ネットワークが実現する位格的な領域を特定することによってみずからが存在するj

CMaturana & Varela， 1980)。つまり環境と自己との聞に自己言及的な円環サイクルを想定して

システム内の自己生成過程，自己言及的な創出性というものを強調するわけで、ある。そしてオ

トポイエーシス・システム(つまり，有機体)は4つの特徴を持っているという。つまり，自律

性，健体性，境界の自己決定，入力と出力の不在，である(河本， 1995)。この中で，最後の入力

と出力の不在がオートポイェーシス・システムを考えた時に誤解されやすい点であり，同時にこ

れがオートポイエーシスの理解のために最も重要なキーワードであると河本(1995)は雷弘前

の三つは，有機体というのはどんな場合であっても自己を保持し，同一性を保ち続けるというこ

と，自己と非自己との境界(区別)を行っていることを指している。最後の特徴は，外との交渉

を持たないで、孤立した中で内部だけで、作動を繰り返す閉鎖系を意味しているかのように解釈する

かもしれないが，そうではなくてシステムはシステム内部で自分の構成要素を産出しているので

あって外的条件がそれな決定するのではないことを強調しているのである。だからシステムには

入力も出力もあるが，入力や出力がシステムの在り方を後援決定することはないという意味と解

釈する事ができるのである(河本， 1995)。要は，システムを考えた時，自己言及』性，ないしは自
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己干等帰的な活動が中核に位置づけられるということである。

相互作用も結局は，自己組織化やオートポイェーティックな活動であると考えた時，これらの

研究から 2つの視点合得ることができる。第一は，相互作用は創発性を有しているということ。

つまり，相互作用の過程の中では不安定な散逸した状態から構造的に安定したシステムへと作り

替えてしぺ協応構造がみられるということである。相互作用をパラパラな広がりっぱなしとして

みるのではなくて，情報の流れの中で形づくられてL、く動的な秩序としてみる(岡田， 1995) こ

とが重要なのである。そして，さらに言えることは，逸脱，違ったものが集まってそこで格互作

用が展開されることが重要だということである。不安定な状態こそが安定したものを作り出す出

発であり，かたい同質性の構造よりは築費な柔らかい構造が動的な変化を生むのである。第二の

点は，直前に述べたシステムが持っている自弓言及性という t性質である。相互作用の過程を考え

た時に，外からの情報に対して反射的，機械的に反応するのではなく，自己の中で新しく編集さ

れ，創造的に作り産され，それがまた表出されていくとしづ形でとらえるということである。先

に述べた「ヲiき込み Centrainment)Jと「共振的関係の成立jも相互作用をし合っている者の揮で

自記言及口「ヲ|き込みjが行われて始めて可能になる。

ここでまとめとして，会話を中心に考えた相互作用のゆで展開される情報の流れと方向につい

て現在，筆者が考えているものを岡示しておこう(図-3)。それぞれの鋼人から出された発話は

まず，個人のそノローグとして出されるが，これは一定の対話空潤の中でニつのダイアロ…グと

なって，結果的には自己に得度毘ってくる(再帰性)。一つは話者内の対話で，自分のそノローグ

は郎座に自分がもう一度その戸を聞き，そしてただ開くだけでなく自己との対話を起こす。突は

PersonB 

Person A 

図-3 相互作用における対話モデル
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この自分が発した声と対話することで反省作用が生まれ(1反省的転回J，r反射作用J)，これでお

互いの主張を理解し，合意していくための条件が生まれてくる。デューイ，そしてハーパーマス

がこの反省作用に知識の共有と合意という民主主義の最小単位を求めるのである。あるいは筆者

がこの小論で期題にしている社会的構成主義における知識の共有化もこの反省作用があってはじ

めて可能なのである。もう一つのダ、イアローグはまさに対話空間の中で新しく創られた発話で，

それぞれの話者が出したα，sという発話内容は全く新しい ωとなってそれぞれの話者の中に

入ってL、く。いわば相互作用における創造的な過程である。

生命システムは全体(マクロレベル〕と個(ミクロレベル)とは分離した形で扱うことができ

ない複雑な関係的システムであり，擦係論的自己組織システムなのだと言う清水(1992)の言葉

は，相互作用にもそのまま当てはまるものである。つまりは，コミュニケ…ション，ないしは相

互作用過程は省くはシャノンらの情報理論で想定されたような畏にある情報の等倒交換といった

もの合越えて，新しい情報がそこで創り出される能動的な綴織化過程なのだということである。

9.招五作用における文学教材の読解成立過程と相互作用

この主主では，実際の教室の学習の中で展開された相互作用過程を小学校の醤語の文学教材を倒

にして，子どもたちの読解の成立過程と関連づけながらみていくことにする。

1)子どもの文学教材の読解過程と相互影響過程

ここで分析の対象になっているのは，小学校4年生の文学教材「ごんぎつねJ(新美浦吉著，教

育出版)とそれを教材にして行われた授業である。この作品の教材研究史については艇のところ

で書いたのでここでは省略する〔佐藤， 1994a)。子どもたちの読解過程を理解するためにはこの

作品の内容を知っておく必要があるので，全体のあらすじだけを末尾の註に載せておく1)。

筆者は文章や物語文などのテクストの読解については次のような立場を取っている。つまり，

①物語の理解は登場人物ないしは人格化された事物の陸果関係，さらにはその行動の動機の背後

にあるゴールとプランを推論していく活動である。②読者に求められている作業は物語のやに含

まれているこれらの意味の単位である命題関の閤果のネットワークを探っていき，そこに安定し

た結束性 (coherence)を発見していくことである。この考え方は，心理学のやで文章理解のモデ

ルとして提出されてきているもののうちで， r罰巣分析 (causalanalysis) Jの理論に属するもので

ある。心理学の中では，文章や物語文などのテクストの読解モデルとしては，スキーマ理論と結

びついた「物語文法 (storygrammar) Jと，この「回果分析jの考えに基づくものの 2つに大別

されている。筆者が「臨薬分析Jの立場に立つのは，この理論では読考自身が能動的に作品につ

いての意味世界女構成していくという活動が正当に位置づけらているという理由による。「物語

文法jでは，このような読者の意味構成の過程がモデルの中には緩み込まれていない。物語の読

解活動の中心に位置づけなければならないのは，読者自身が物語の意味佼界を作り上げていく能

動的な活動である。そこで重要になるのがテクストに登場してくる人物や人格化された事物が何

故そのような行動をするのか，その行動の背後にどのような動機とゴールがあるのかその閤果関

係を推論することである。私たちが実際に作品を読んで、いく時にも主人公が何故そのような行動

宅どするのか，行動の動機になっているものはいったい何なのか，そこに推論の活動が舟けられる

のである。物語理解とは，まさに，この因果のネットワークを広げ¥一貫性をもった意味的なつ

ながりをが作り上げていくことなのである。
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このような間果関係の理解をゆ核にした「国果分析Jモデルの代表としてトラパッソ CTraba-

sso， T.)らによるものがあるが，これをベースにして発燥させたのがGraesserらの意味表象モデ

ルである。そして，筆者はこのモデルをさらに大きな文章単位である教科書の教材に広げて読解

モデルを作っている。そこでは，テクストには直接言及されていない「空所Jをど穴轡めしながら

いかにして一貫性のある意味世界を作りとげていくかということが表現可能になっている。詳し

くは既に佐藤 0989，1995a)で述べてあるので，そちらを参照のこと。

このような心理学の中で‘読者の能動的な意味構成を重視する立場は，文学理論の中では作者・

作品よりも読者の説みを重説する考え方と呼応するものである。具体的には，文学理論における

構造主義の否定とそれに代わるポスト構造主義の出現，作品(テクスト〕と読者の読解活動との

相互作用を重視した「受容美学Jといった動きである。特に，イーザー，ヤウスに代表される

「受容美学JCあるいは「受容理論J)は読者の理解活動についてー穫の現象学的な記述を行って

いる点と，読者の読解を導き出すようなテクスト側の構造のネットワークであるテクスト構造と

読者の活動と動的な過程として捉えるのが特徴である。突はこのような考え方を受容理論の出現

の前に既に主張していたのがこの小論では何度も出てくるパフチンであった。パフチンは「生活

の言葉と詩の言葉JC正確にはウォローシノフ名義によるパブチンサークノレの共同著作， 1926)の

中で，テクストと読み手(開き手〉との相互交流を述べ，特に読み手(開き手〉の能動的役割

と，間き手や作品をただ単独に扱うのではなく，相互に作用し合う関係としてながめることを強

調しているへこれは明らかにテクストとその形式的分析に力点、を置いていたロシアン・ブォル

マリズムへの痛烈な批判であり，彼らの言葉で言えば作品，読者そして，それらを包含する社会

的変数をも入れ込んだ「社会学的詩学」として文学を扱うということなのである。しかもここで

はこの論文のタイトルにもあるように，生活の言葉である会話，コミュニケーションと詩(文

学〉の言葉であるテクストとをトータルにコミュニケーションェ交通の問題として扱うという視

点で展開されており，まさに今日我々が談話口ディスコースという言葉で，話されたものと警か

れたものせど談話としてトータルに扱う先駆的試みを既に行っているのである。

ここで夜接分本rrの対象になっている教材の読解について「受容美学Jの立場から何が読解のポ

イントになるか考えてみよう。テクストと読者の間の相互作用をもっぱら問題にする「受容美

学Jでは，読者がテクストには直接寄かれていない不明の所 cr空所J)を推論で埋めていきなが

ら，一貫した意味世界を作り上げていく活動が重視されるが，以下は深JII明子(1986)のイー

ザーの理論を使った「どんぎつね」のテクスト分析である。腎頭の文章から作られた村に出かけ

てはいたずらばかりしている悪いきつねというイメージと，兵十のおっかあの葬式を見た後，巣

穴にもどっていたずらを反省する場面との間では，イメージの一貫性がくずれ，中断が起きる。

ここで一貫性をもった読みが成立するようにイメージの修正が要求されることになる。「おれと

問じ一人ぼっちの兵十か」というごんの言葉を結びつけることも読者に求められる作業である。

この後も「かげぼうしをふみふみ行きましたJというどんの行為の意味や， r神様のぜいにされて

つまらないなと言いながらもなお運び続けるごんj の矛盾した行為についての記述は「空所Jと

なって読者自身が解釈をしながら穴を埋めていくのを待っているのだ。そして何よりもこういう

「空所jや「矛盾Jを解決していくためにはテクストを「より豊かなJ一貫性でもって読んでし、

かなければならないのであり，そこへ向けての活動が「読解jなのである。イーザーは，テクス

トにはまた読者の常識やこれまでの経験をひっくり返してしまうような f否定作用j があるとい

うo rごんぎつねjでは「死をもっても分かり合えることができなかった」というメッセージが最
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後に用意されていた。いわば「どんでん返しjが文学作品の効果であり，読者に常識への援問を

突きつけることにその意味があるというのだ。

この教材を使った授業では，ごんのいたずらや兵十にくりやまったけを運び続ける理由やその

解釈の仕方をめぐっての議論が中心になっているが，それは先にも述べたように主人公の行為の

動機とゴールが何で、あるかを解釈することが読解の成立のための基本的な活動になっているから

である。大きくはどんの行為についてのニつの「解釈j とその立場からの論議である。つまり，

ごんの一連の行為者ピ「つぐなし、」として読む立場と， r友達」になりたいとL、う動機が背後にある

とL寸解釈の二つである。今回の分析でもそうであるが，加の学級の授業でもほぼ類似の読解の

過程が得られており(佐藤， 1988)，学級の特性を越えた共通性がある。もちろん，これはあくま

でも全体を読み通すための基本的な視点にすぎない。一人ひとりの学習者の読みの過程を詳細に

みてみるとこのような一つの視点なり推識の仕方を始めから持って読んで、いるわけではなく，一

人の学習者の中でもまさに行きつ戻りつしながら複雑な読解過程をたどっているのがわかる。

「つぐなしづの視点で読んでいる子ども達も最後まで「つぐないj一本で決して読んでいるわけ

ではなく，彼らの多くは「つぐないj の裏には f友達j になりたし、という「どんj の気持ちがあ

ることを次第に発見していくのである。あるいは， r友達jの視点で読んで、いる子ども達も最初か

らこのように読んでいるわけでないことは以下の分析からもはっきりと見て取ることができるの

である。また，この作品全体を貫いているモチーフには同じ境遇にある「兵十Jに対する「ご

んJの「共感・接近Jがあることは言うまでもないが，それだけでは「平板Jな読みであること

も否定できないのである。もっと， iJUな「色合L、Jがつけ加えられなければならないのである。

一人ひとりの子どもたちの読解の過程を述べる前に，教室全体の読解の変化の方向についてみ

てみよう。ここではこの単元の開始直後の全体の読みの段階で，まだ各場面毎の話し合いに入る

前の読みの傾向を調べたものと，単元を全て終了した時点でのものとを比べるということを行っ

てみる。いずれも子どもたちに読解のポイントになっている部分の解釈について記入してもらっ

たもので，それらをいくつかのカテゴリーに分類したものである。いずれも授業の中で一斉に記

入用紙を配布して記入してもらった。単元終了後のものは全部で7項目であるが，ここではその

一部だけを結采として述べる。また，この調査の前後には，一次感想文，ニ次感想文も書いてい

るがこの結果も省略する。

この作品の主人公であるごんのイメ…ジとその変化に関わることとして，ごんが村に出てきて

いたず、らをする理由を問うたのが表… 2である。子どもたちの多くは読みの最初の段階ではごん

を自分のたいくつを紛らすためとL、う単純な動機でいたずらをしているとか，いたずら好きのき

つねといったネガテイブなイメージを作っている。ところが，こういう読みは次第に変わって，

ごんの行為をごんが驚かれている状況やごんの作品全体のゆでとられている行為の意味や行為の

動機と関連づけながらイメージを作り直している。自分のたいくつを紛らわすためのいたずらと

いう読み取りは大きく減って，一人ぼっちでさみしいからいたずらをしてしまう，さらには，

もっと直接的に村の人と友達になりたいとし、う動機が背景にあると指摘する子も増えてくる。そ

れでは，この作品の主要なモチーフになっているごんがもう一人の主人公である兵十に物を運び

続けるという動機はどのように解釈しているだろうか。「ごんが兵十に物を運び続ける理由は ?J

(表-3)， r栗や松王手を運んでいるのは神様だと言われでもなおごんが運び続けるのは?J (表

4)という費問では，自分のいたずらの償いだという読み，つまり，この作品全体の中でのどん

の行為を償いという視点で読む最初の段階から，次第にその償いの行為の裏には兵十に近づきた
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い，友達になりたいとし、う気持ちがあるという読みへと変わってし、く過程をみることができる。

表 2 ごんはどんな気持ちでいたずらをしているのかJ

いたずらが好き 一人ぼっちで 兵十や村の人と

いたずらが楽しい さみしいから 友達になりたい

単元開始直後
20人 10人 。人

(Nコロ30)

単元終了後
3人 19人 10人

(N=32) 

表 3 ごんが兵十にものを運ぶ理践は ?J

いたずらの償い 償い 償い 友達に

+ 十

いたずらの皮省 兵十への同情 友遼になりたい なりたい

単元開始箆後
28人 2人 。人 O人

(N口 30)

単元終了後
22人 O人 6人 5人

(N=33) 

表4 神様のせい{こされてもごんが兵十にものを運び続ける理由は ?J

いたずら 償い 兵十への 友達に 兵十が纂
の + んでいる

償 L 、 兵十への問情 悶 情 なりたい カミ ら

単元鍔始直後
21人 4人 2人 O人 0人

(N=27) 

単元終了後
16人 0人 O人 12人 3人

(N =31) 

表 5 ごんが兵十に近づくのは結局側のため ?J

償い 友達に -兵十への間情

償い + -兵十の母裁の

友達になりたい になりたい 代わりをしたい

単元終了後
9人 1人 19人 2人

(N=31) 
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このような読みの変化が先のどんのイメージ変化とも相互に重なっている。だが，それでは，説

点は「償しづから「友達Jへと移っただけなのだろうか。実はこの表 3と表 4の二つの結果

をみて分かるもう一つの結果は，ごんの行為そのものについて直接その意味を関うた場合にはや

はり償いの視点が単元終了の時点であっても数は少なくなってはいても依然として 6割以上の子

どもは償いの打為であるという読みを捨ててはいないのである。この結巣は，子どもたちは行為

そのものが持っている直接的な理由としてある「償いJと，その行為のさらに背後にあるどんの

行為の動機として，兵十への共感・接近，友達になりたいといったものを解釈するといったし、ゎ

ば複限的な読み，ないしは多層的な読みとでも言うようなものになってくることを示しているよ

うに思われる。ちなみに，表… 5の， rごんが兵十に近づくのは結局何のためなの ?Jという形で

費問をすると，今度は「友達j という視点が圧倒的に多くなっているのである。だから，表一 3

や表-4で償いと答えた子どもたちも「号室L、Jだけで読んでいるのではなく，ごんの行為にはも

う一つの f友達j になりたいという意味を内包して読んでいる子どもが相当数いるということな

のである。もちろん，全員が一つの方向に読みがi波紋していくといった単純なものではなく，依

然一貫して「償しづで読んで、L、る子も 1/3近くはおり，それはそれで一貫した読みと意味を求

めての活動と位置づけるべきなのである。

この単元開始直後と単元の学習を終了した時点、とのこつの関の比較でみられた読解の変化は具

体的にはどのような過程を経て進行していったのだろうか。以下，数名の子どもに絞って詳しく

その過程をみていくことにする。ここで資料として使っているのは， VTRから起こされた授業

記録，数回にわたって実施された授業後のインタビュー，毎回子どもたちに警かれたワークシー

トである。はじめに一人の学習者:蛙Oを取り上げて，やや詳しく読解過程を記述してみる。こ

の児童は比較的早い段階で，どんの一連の行為の背景には f兵十に接近したい，友達になりた

L 、」とし、う動機があると読んでおり，このような説点で読む必要があると授業中でも発言をして

いる。そして，この子の読みは教室の読みの過程に大きな影響を与えていったのである。この学習

者の分析の後，俄の 2名の学習者:の読みの変化を監査Oの発言とからめながらみていくことにする。

(1) 一人の学習者の読解過程

蛭Oは基本的にはどんのさまざまな行為の背後には「兵十と友達になりたし、」という目的があ

ると読んでいるが，このような読みを最初から持って読んで、いたわけではなく，いくつかの段階

での読みの変化を経てこのような読み取りに最終的に到達していったことがこの後の分析からわ

かる。結論を先に述べてしまうと，この読み取りの変化点はこの児童の場合には 2の場面と 3の

場面の間で起きているのである。

つまり， r 1 自分のいたずらに対する償いの行為→ (2の場閣の後)j[ :兵十と友達になるた

めの行為JとL、う読み取りの変化があるが，詳しくみてみると Eの読み取りも償いというものが

なくなって友達と L寸読みに単純に変わったというものではなく，横いの意味もなおそこに含み

ながらもどんの主要な動機が兵十と友達になりたし、という点にあったのだという読みに変化して

いっているのである。そこではごんの気持ちのやでの軽震の差といったもので表現されており，

友達の意味がより大きくなっているという形の読み取りになっている。詳しくは以下のインタ

ビューの内容をみながら説明をするが，単に読みの視点を変えたというものではなく，いくつか

の複限的な読みを同時に指向していることがわかるのである。つまり，この作品全体を通してご

んの取っている行為の意味ゃあるいは行為の目的といったものは結局何だったのかということへ

の回答がこの作品の理解の主要な部分であるとすると，この読みに結び付けながらそれまで、取っ
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ていた読みとりや他の部分の読みも位置づけていくとし寸形で作品についての意味世界を作り上

げているのである。

①学習初期段階 (2の場街の学習まで〉

@ごんについてのイメージ この時期はどんの行為の g的は兵十への自分のいたずらに対する

償いにあるという読み取りが基本である。 1の場面のごんの賢かれている状況やごんの行動描写

から，どんについてのイメージを作り上げていくことは比較的容易で，どの児童もごんがし、たず

らばかりしているという行動の説明のくりかえしからいたずらばかりする「悪しづきつねという

イメージを最初に作り上げる。しかしそれではなぜいたずらばかりするかというどんの中にある

行動の原閣は単なるごんのいたずらについての行動描写だけからは分からず，どんの霞かれてい

る状況と結び付けてその意味を推論していかなければならない。

各場面の学習に入るl誌の一次読み終了の時点では蛭Oは I¥'、たずら:単なる楽しみでやってい

ることj という読みになっている。例えば， Iごんはどんな気持ちでいたずらをするのだろうかJ

という設関の一次読み段階のワークシートには次のように記入している。

ごんは悪、いことをしているとは思わないで，楽しみでやっていると思う。教科書ち

ょいと，いたずらがしたくなったのです」と書いてあるので。ごんは兵十をからかう気

持ちでいたずらをしたと思う o

1の場面に入ってからの第 1回の授業 01月513)では，いたずら一楽しみに加えてさみしい

からいたずらをしているという読みが入っている。

このような読みはこの授業の始まる前に脅かれたワークシートに既に警かれていることから授

業によるものでないことがわかる。

11月5臼授業ごんはどんな気持ちでいたずらをしていたのかj ワークシート〔学習

にはいる前に考えたこと〕ご、んは一人ぼっちでさみしし、から，いたずらをしてきびしい

のを忘れようとしていたと思う。いたずらをしていたらごんは楽しくなったと思う。

(中略)(し、たずらをするのは)ひとりぼっちで，さみしし、からだけじゃないと思います。

そして，上のワークシートの後半にあるように，いたずらをしている中にそれ自体が楽しく

なってきて，いたずらを繰り返すようになったと読んでいる。だから次第にいたずらもさみしい

からという理由だけではなくなり，いたずらそのものを楽しんでするようになったと推論する。

これと開様のことは11丹6日のインタピューでもみられる〈図-4 a)。

これらの資料からみると， I一人ぼっちでさみししにさみしさを忘れるためにいたずら→いた

ずらが楽しくなりいたずらをくり返すj とし寸形で意味づけをして読んでいることがわかる。

@ごんの行為の動機=いたずらへのつぐ、ない この段階ではどんが兵十に物を運び続けている

のは自分のしたし、たずらに対するつぐないのためにやっていると読んでいる。一次読み段階の

ワークシート「ごんはどういう気持ちで{何度も兵十に物を運ぶのだろうかJへは次のように回答

している。
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-いくらくりやまったけを持っていってやっても，兵十のおっかあが死んだってい

う心のキズは消えないと思ったけれど，ごんはまずしい兵十にもっと悲しいくらしをし

てほしくなかったから，くりやまったけを持っていってやったと思います。

29 

ここでは兵十に悲しい思いをさせたことへのつぐないとして読んでいることが分かる。インタ

ピ、ューでも(国 4a) rつぐなしづとしてごんの行為をおさえていることが「兵十にものを運ぶ

理由は?J r神様のせいにされても物を持っていく理由は ?Jの2つの質問に対する回答から知

ることができる。

②読みの転換期 (2の場面の終了した後〉

2の場面を読み終えたところでどんがし、たずらをするのは友達になりたいためであるという読

みに変化してL、く。その変化が以下の11月8日のインタビューで現れている(国-4 a)。前の l

の場面終了後のインタビューでは「さみしさをまぎらわすためのいたずらわ「し、たずらが楽しい

からj といった読みをしていたが，ここでは自分のことを兵十や村の人に知って欲しかったから

いたずらをしている，兵十と友達になりたかったからいたずらをしたという読みに変わっている。

自分のしたいたずら(兵十のうなぎ?を取ったこと〉が思いがけず悪いことにつながってしまった

ことにごんはびっくりしていると読んでいるように，決してどんはいたずらを単にしたいためだ

けでやっているのではなく，こういう形の行動しか取れなかったのだと推論している。

特に他の児童日中0)の発言を批判して， rし、たずらは遊びでやっているという読み方だとこの

作品を最後まで読み取れなくなる」と寄っているのが注尽される。この読みは自分自身が前の段

階で読んでトL、たものでもあったのである。

この段階で作品全体の意味関係を見直しをした上で， rし、たずら:楽しさ故のもの→友達にな

りたい:し、たずらという形であらわすj とし、う読みに変更している。友達になりたいという読み

はこの学習者がどんの物を運ぶ行為をつぐないではなく，友達になりたいことにあるとこの後

ずっと持ち続け，主張してくることの基礎になっている。事実，はじめは自分自身も持っていた

「面白半分でいたずらj とし、う読みだと最後まで読み取れなくなると言っており，後の場面の

「物を運ぶのはごんが兵十と友達になりたし、からだJとし、う読みと一貫性を持つためには友達に

なりたいという動機を中心に置かなければならないことに気付き始めている。

③読みの変化を起こさせたものは?

蛭Oが自分のこれまでの読み方を大きく変更しているのは 2の場面から 3の場面にかけてであ

ることが分かったが，それでは何がきっかけでこのような変化がこの学習者の中で生じたのであ

ろうか?このことを解く手がかりが11丹13臼の 3回目のインタピューである。このインタピュ

では 3の場蘭の授業の内容に関わることに加えて，いままでの読みで変化が起きていた場合には

どういうことで読みを変えたのかということを前の段落にまでさかのぼってできるだけ詳しく開

きただすということを意罰的に行っている。

図-4bにある11月13日のインタピューの中で，蛭Oは次のように答えている。「ごんが兵十

と友達になりたいのではと，蛭Oさんが考えたのはどうして?Jという質問に対して， r一人ぼっ

ちと L、う言葉が何回も出てきていることからごんはさみしいということが思い付ける。それでは

どうしてさみしいのにいたずらをして楽しんでいるだろうと考えてみた。JEI分の中で生じた疑
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間を解くために，自分の経験に基づいたこととして「そういう時は普通は友達になりたいって思

うだろうJと推論をしている。そして，この自分の読み取り rごんは兵十と友達になりたしづ

の根拠として，先生が授業で指摘した， rどんは村の人や兵十のことをよく観察していたjという

事実に着gをする。

インタビューでも述べているように， r友達Jという読みに大きく変化していくきっかけは 2

の場面の授業の時の教師の発言にあったのである。もちろん，蛭O自身がこのような方向で自分

の読みを考え直していたという動きがまず先にあって，そのためにはJ主体的にはどう読み産して

いくか，その根拠はどれなのかということを捜していたといえよう。というのは教室の誰もがこ

の教師の発言に注目し，自分の読みを変更していった訳ではないのであるから。

また，国… 4bの最後の部分の発言に見られるように，この児童の場合は自分の読みをど絶えず

教科書に戻って考え直すという読みの行為を実践しており，授業でも教科書から離れた読みをし

ている児童の発言には「勝手な読みj としてしばしば批判をしている。

④学習後期段階:ごんが物を運び続ける行為は友達になりたいから

どんの物を運ぶ行為が友達から来ているのか，つぐなし、からなのかは11月8日のインタビュー

ではまだ授業で扱う前であるという理由で開くことを避けてきた。このことは11月13日の 3の場

面に入ってから行われたインタビューの中で確かめられている(図 4c)。続Oは 2の場面が

終わったあたりからどんが兵十にいたずらをしたり，兵十を含めて村人のことをよく知っている

のもどんが友達になりたい，という気持ちを持っていたからであるという読みを成立させたが，

次の場面で警かれている物を兵十に運び続けるという一連の行為もこの読みの延長として位寵づ

けており，友達になりたいと L寸動機が背後にはあると読んでトし、る。

このようなはじめから物を運ぶ=友達になるための読みは教室の中では数少ない読みである。

大部分の児叢は物を運ぶ口償いと読み，それを繰り返していく中に友達になりたし、とL、う気持ち

も出てきた (5の場面の頃〉という読みをしているのである。

例えば，蛭Oは3の場磁の部分でごんがし、わしを盗んで兵十のところへ持っていくという行為

も「つぐないだけでやっているのではなく，友達になりたし、という気持ちの方が上だj と述べて

いるし，この友達になりたいという気持ちは途中からではなく，はじめからどんの中にはあった

と答えているのである。

蛭Oの読みを簡単にまとめると(図 4d)の中に書いたようなものに顕示することができる。

⑤つぐないと友達になりたい気持ちは同時並行である

この「ごんぎつね」の教材では，どんが兵十に物を運び続けるとしろ行為は自分のしたいたず

らに対する償いとしてやっているのだという読みと，友達になるということがその動機なのだと

いうものとのごつがある。もっとも，このようなこつの読み取り方が二立背反的な形であるので

はないことは既に前の部分で述べた通りであり，償いをしているゆに兵十と友達になりたいとい

う気持ちが強くなったという読み取りをする者は相当いるのである。もちろん，償い一本で最後

まで読むこともできるし，そのような読みをする者もいる。

インタビュー対象兇の蛭Oの場合はこれまで見てきた通り，どんの行為の動機の主要なものと

してはあるのは「友達になりたいことJであり，どんの気持ちの中には最初からこの考えがあっ

たと読んでいる。しかも，睦Oの場合はこのような読みの視点を学習の早い段階 (2の場面〉で

持っていた。その意味では他の多くの児童が持った「償い→友達」とし、う読みとはやや異にして

おり，いわば 「友達(同時並行)偉いj という形で，二つは同時にあると読んでいる。
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このような読みをしている場合には「償いから友達へJといういわば順番のようなものが存住

するのか，それは同時かとし寸読み取りの違いとして実際の授業の中では議論が展開されている

(図-4d，11月18日インタビュー参照〉。この後の f兵十のかげぼうしをふみふみ行きましたJ

とし、う部分も， Iそれはごんが友達になりたいっていう気持ちが強くなっているという表れだJ，

f神様のせいにされてもなお運びつづけるのは，まだ友達になれるのも速し、かなとどんは思っ

て，友達になりたい心がより強まったから」と読んでいるのである。

(2) 学習者どうしの社会的相互作照議程

一人の学習者の読解過程とその変化に続いて，ここでは，この一人の子どもの読み取りや授業

中の発言が他の学習者にどう影響を与えていったのかを先と向じように授業中め発言，子どもへ

の数回にわたるインタピュー，学習ノートの分析などから明らかにしていく。なお，教師と子ど

もたちとの関わりの部分は次の節で取り上げ、ることとし， 3名の子どもの聞での相互作用過程の

みを扱う。このクラスの授業の中で展開された相互作用過程を洗い出していくために必要な子ど

もたちの個々の読解過程や相互影響の実態についてはこの 3名以外にもインタビューその他の詳

細なデータが収集されていて，クラス全体の社会的相互作用とその過程を解き明かしていくこと

は可能になっている。だがここではそれらすべてについて詳細に述べることは紙面の関係もあっ

て出来ないので別の機会にゆずる。ここで取り上げる 3名は蛭0，原0，高Oで，相互作用の方

向としては原Oと高Oが蛭Oの「読みjの影響を受けていくというものである。

蛭Oは早い段階から fごん」の行為を「友達j と読み，この立場から授業でもさかんに発蓄を

していた。授業の中での話し合いも蛭0: I友達J対その他大勢の子どもつぐなしづという

論争のパターンが一貫して見られる。もちろん， Iごんぎつねjの読みの最終段階になると，多く

の子どもたちが「つぐなし、Jだけでは読み切れないと判断するようになり， Iつぐない」から「友

へ，あるいは fつぐなしづに f友達jをつけ加えていくという「読み」へと変化していって

いる。このような「読み」の変更に影響を与えていったのが蛭Oの f読みj であり， I発言Jで

あった。また，軽Oが他の児童にどのような影響を与えていっているのかを，原Oと高Oを例に

して詳細に分析してみると，彼女らが実際の授業の中では fつぐなし、Jの立場から発言を続けて

いる段階でも，蛭Oの「友達Jの読みに注gし， I友達jの可能性も考慮しなければならないので

はと変化の兆しが起きているのである。このような子どもの中での変化は援業中の発言からは分

からず，授業後のインタビューではじめて明らかになることである。子どもたちの中の「読みJ

の変化はゆっくりと進んでおり，他者からの「読みJの影響もすぐにあらわれてくるものではな

いのである。まさにヴィゴツキーが言うように相互作用を通してa分の中に取り込まれたむのが

「内化」されていくためには時聞が必要だということである。

蛭Oが「友達」に注目し，自分の「読みjになってし、くのは場面 2からである。この読みの変

化は既に指摘したことであるが，一人ぼっちという言葉が何回も教科書に出てきていること，一

人ぼっちでさみしいきつねがどうしていたずらばかりするのだろうという自分の中で、起きた疑問

から出発している。こういう「読み」の見直しへの動機が，さらに「友達Jの読みへと確実に変

わっていくのは他者からの影響発言〉がきっかけになっている。関 4bの中央の11月7日

. 2の場面の授業での米0，教師の発言がそれであると軽Oがインタどュ…で答えているのは既

に上で、も述べた通りである。この前までは，駐Oは必ずしも授業の中で積極的な発言をしてはい

ないが，自分の「読みjが確定した11}j8日以降は「友達Jの視点から積極的に発言を展開する

ようになる。



VJ 
N 

〈原Oの読み〉〈蛭Oを中心とした授業の発言〉〈蛭Oの読み〉〈高Oの読み〉

原02丞杢盟主議主主

!っ
全'I!袈懸塁壁王斗2場亙L!'2慈全霊盛1!1l.

ごんについてのイメージ

高O(J)基杢飽玄益金

ド不ヨ司
一人ぼっちでさみしい→さみしさを忘れる

ためにいたずら→いたずらが楽しくなり，

いたずらをくり返す
*自分の読みの仮説を織さないで読み進めるタイプ

*燈Oの意見を…部自分の中に取り込む

*他人の意見を開きながら自分の考えをまと

めていくタイプ

*鐙Oの彩響が数カ所，特に後半みられる

(インタピューでも蛭Oの影響大きいこと

言言及) ζムζ~エ没ilニ之
いたずら岩村人や兵十に相手にして欲しい，

自分のことを知って欲しいから

三!v(J){j-:<主り動機器いたずらへのつぐない

掛
持
哨
叫
特
設
掛
印
刷
哨

ごんの行為の動機=

*いたずらのつぐないが中心

行雄以請に動携えあると
卒い読みの段階で持っている

-13分がいたずらをしているのは惑気からではな

いことを知って欲しい

・村の人が自分を相手にして欲しい

助
柑
叶
口
部

原Oの読みでは. IっくないJは最後まで行

動の動機としてごんの中に存lE。

はじめの段階では「友達jの携点と関連づけ

られないで.;iT.存して置かれている。

。ごんってどんなきつね?
・いたずらばかりしているけど.1d主主主とニム0

0ただいたずらをするだけ?
・さみ Lいからさみしさをま実らわすPめのいた寸Eら。
c村に出てきてどう Lていたずらをするのかなワ

-表ムとえ主主に本主主ぶ主主。
0">十にものを運ぶのは?
・兵十に対して心から反省しているから
。神様のせいにされてもなお物を持っていくのはどう Lて?
・ごんは(兵十の)おっ母が死んだので.ヱ主主主L主主主主
企h。

・どうしても f心、からあやまっているよJということを兵十
にわかつては Lいからo

く〉かげをふみふみという部分があるように兵十の近くまでい
くのはどうして VA

・慢が持っていっているんがよということを兵寸が分かつて VA 
いるかどうか(つぐないを Lていること}が気になるから。 μd

1の場出終了後のインタビュー (llJJ6日)
ごんの行為の動機口

*いたずらのつぐない

* 5. 6の場立証から

」鴻よ2誌記述幻ぷ以

言語。の読みでは.1つぐないjが最後には

「友達jの読みへ読みとりを変更。

とまみと の変化には援 の 多 大 き い

2の場面終了五包'1;'，タピュー (11月8B) 

。ごんはどうしていたずらをするワ
・兵十とか(付の)みんなに知って欲しかった L.仲良く L

て欲Lかった。いたずらをすると人に蟻われるけど ごん
にはいたずらをすることしかなかった。

。ごんには友達が欲Lいとしもう気持ちがあるの?
・兵十と瓦遣になりたいと思っていた。いたずらをするのも
兵十や村の人と仲良くなりたいから。

。それいつ頃から持っていたのヲ
・村に来てから。一人ほっちになってからD

。そ Lたらごんのむの中には兵十と友達になりたいというの
があるんだ 9

・はし、。

読みの転換期(2の場面の学習終了t釘

いたずらは友浮になりたいため

友達になりたい

いたずらという形で

授業展開と相互影響過程(1)理-4a



〈原Oの読み〉〈蛭Oを中心とした授業の発言〉〈髭Oの読み〉〈高Oの読み〉

~とど英之主J主殿辻見与に2エ￡エ

一ー人ほっちという言葉が何回も出てきていることから

ごんはさみしいということが思い付ける

それではどう Lてさみ Lいのにいたずらをして楽しむ 9

8分の中で生じた疑問を解くために，再度読みを検討

主主のの読みの変化宇都こしたもの

兵 十 へ の つ ぐ な いのための行為

↓ 

兵十と友達になるための行為

淑
W
脚
什
特
叩
咽

δ
洋
胤
即
時
d
#
E
N州
議
滋
脚
斡
〈

N
)

「つぐない iか「友達 iか

日丹 7H 場面o:>l受業
マごんはとんな綾子から葬式だとわかったのかj

村のどんな様子からどんは兵十のおっ母の葬式だと気づいた

いつもの元

童心:3の場面iのはじめに長十はおっ母と二人きりでまずLい

くら LをLていたと望書かれ Eいるから，ごんは共トが二人き
りでくらしていたことは知っていたのぞはない。

工 ごんは兵十がおっ母と二人くからしのことを知っていた。知

っていたということはどういうことだろう o 兵十のまは日ろ
なこと 1 かじ盤的新兵自転とま内のことも，村のことはよく知

りつくしていたんだね。

Jjj(Oはこの頃から fつぐないjを中心にしながら

も f友i垂Jの読みを加えていきだす。

「つぐない|と「友浮いどう折り合いをつけるつ

↓ 

茸嘉よ奨~義三三髭饗
fはじめはつぐない l本で読んでいたけれど，

際Oさんが友達のことを強く言っていたこと

が影響しているJ(インタピュー)。

「友迷jになることよりはまず「つぐないJを

することが大切。「友達jになるのはその後。

11月 8日 2グ場面的後半

fごんま兵十σ:わっ母か死んだことを知ってどう思ったかj

・いたずらぎつねのごんがこの時だけはどうして深〈反省Lた

のかをめぐっての議論
*ごんは自分的いたずらのせいで兵十のおっ母が死んだと恩
っているc だから償いをしようと思った。

*自分のいたずらで兵すのうなぎを宜べさせたいという気持
ちに悔いを姥させた。そのことを反省Lている。

援Q:!E十に協い争確させたこと争反省 Lていることから ζ 

んは本当は心やさ Lいきつねだということがわかるハいた主

らばかりしている患いきつねだったら償いなんか1なし、

11月138 場語 2終了後のインデビュー(i) Iijj 

Oごんが兵十と主連こなりたいσでまと緩くさんが考え v 
たグまピう Lて?

・はじめはごんはいたずらをする悪いきつねかなと思っ

たけど，最徒まで読んでみると，一人ほっちという託
業が何回も出ているから，意味がある円かなと思って
よく考えたら，ごんは一人ほっちだということはさみ
Lいということが思い付ける。それでさみしいのに何

でこんなにいたずらをして悲しがっているのかなと思
ったけど，それは桐かti;撃になり Fいとかつて得i扇だ

ったら思うと考えた。師でいたずらば色立ムエヒ主宣
之主主主之iと主主主主持 q ているのかな左黙ったら
やっぱり左達になりたいっていう心があるんだなあと

皐ュム。
。さみし Lとカしうことに Lカ付して帯主 Lしたの 1ど

のあた tから?

・充左京音ゴIC2のところ{場凶}で「葬式だjとか.

米の君がおっ母と 2人っきりで貧しいくら Lをしてい
たことをごんは分かっていたとかEG三とよ本。先生が
授業でごんは(村のことを}をよく観察していたとい
うことを連べていた。私はごんがどう Lて兵十や村の
ことを{考でよく知らなくちゃいけないのかな

ら，それは一番兵寸のことを知っているから
になりたいのが兵十だっていうことが分かった。

*1ごんは兵十にすまないと思っているj

「兵十をどうにかして助けたいJ
*1物を運んで兵十を3喜ばせようJ

「つぐないをまずしたいJ

兵三十に物を運ぶ理府は?

I -:> <'Ij:" I 

イン空ビュー:ごんは兵十と友達になりたい

という気持ちはあったのかな?

*1それでも読めるけど，私 はつ ぐな いの 方

が強いと想、うJ
*1少しはあったのかもしれないけど，殺しく

なりたいという気持ちはそれほど強くな

いj

*rしいてあるとすると兵十のためになるこ

とをして上げたしりとか、

「兵十がこれから先どうなるのか心配，見

守っていたいという気持ちj

w 
w 授業展慌と相互影響遜程(2)函-4b
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{原Oの読み〉〈蛭Oを中心とした授業の発言〉〈蛭Oの読み〉〈高Oの読み〉

11月 98 3の場面

トごんはどんな 持ちでつぐないをLたのかJ
箆Q:ごんが""十に借いをしている本当の長持ちは友達になって

進主主こ♀卒。後¢場面では神様のせいにされてもなお運び被け
ていると書かれているL。

:償いはいままでのいたずらの償いをまとめてしている。

自分のいたずらで兵十につらいおもいをさせたから，償い

掛
冊
減
特
設
省
繊

融
叫
叶
D
h叩

兵十と力!IlI主の後をついて行った時のごんの気持ち

察Q没鯨伝説義弘
*f兵十のことをもっと知りたいJ
(疑Oのように友達になりたいという気持ちの東f現山読まずげ兵…をい

匁1ろう)

インタビュー:ごんのなかでは「つぐない」と「友

i童jになりたいのとeっち?

ぽ叙札

震Q:1射撃になって散しいのは前からずっトあ吟L 偉いm託持

五よ旦主支えよ強どρ

翠Q: l1tP~~ 鼻持けと，姪仁さんにも費成。一人ま)ちでさみし"。
自分と同じお可も しをさせた。

烹 りやまっ tcltを持っていくのも償いのため。兵十が友達

になってくれるわけがなし、
配ごんは方選にな勺て披1いから物叫んでいる。

誕ミ償いで物を運んでいる。

並Q:償いだ。

llJl13日滋覆2終了後のインタピュー⑦(溺分)

つ
に

持

逮
へ
友

ろ
も

こ
と

と

れ
の
そ

十兵
か

で
ら

ん
か

議

ち
ら
持

か

気

ワ

原
町

L
B
 

b
 

わ

な
い
ぐ

を
つ

し
は

わ
の

い
た

が

っ
ん
し

ご
て。

原01土2ζ生ど之友主主をどう関透づけて解釈?

麟瓦謀説拝万刊しに飽ちたいという気持ち

でつぐないをしている。それは友達になれるこ

とにもつな治まっていく。

祭泳瓦誌密「つぐない」→そのあと「友達Jという

綴番。「友達になりたいという気持ちはずっと

心の中にあるのだが，まずはつぐないだと怠っ

ている。今はつぐないに熱中している。J
(インタピュー)

11月"日 40:場面

fごんが兵十と力謡曲の後をついていったのはどういう気持ちから

か?J 
・自分がせ貰いで物を運んでいるのを兵十がどう怒っているかを知

りたいから後をつけているのだという議津が続いたあと，

査Q:駄謀議伝説紘弘主主とえ三必殺廷は之と1.
しった n

蛙仁:こんは民十と友達になりたいと思っているから そばまで

近三ヒエヒュヰρ

亙Q:l聖心さI 児 島!:生三賛成'l. J主士投与主..~'"~~生~~立 4
しから Eづしていっている

茸Q:蛭Cこ費成 につb てい のは友達になりたいと智って

いる気持ちから。

遭Q:主連になりたいに賛成するんだけど，それは兵十のことを

もっと知ってからその後だ。

盈Q:今，しなければならないのは償いだから，友逮になりたい

という気持ちはない。

っとあったと思う?

・はい，あったと思う。 持イ1
0<りやまったけを持っていった項からつぐないの意味も V/，l

入っていると言っていたけど，それはつぐないをすると μf
いう気持ちが後になって出てきたということワ μ4 

.本当のつぐないの気持ちは徒から出てきてその前のいわ必うむ

しの時はいたずらの心もあってそれでやっと主連{兵十)V
の顔とカ4事つけられたということを怒って，ごんの心も

儀ついて，だから生懸命つぐないを Lたり a 何かつぐ
なしをしてしると L うグま行動で で待っているさτ
は~Iこなりたしと L うこと。

。今呂 σ授業で， こんが兵十と花助σ:後をつして行ったの

はどういう気持ちからだろうということが議論lこなった

けど，経Oさんは友i童になりたいからだといっていたけ

ど?

・ここは兵十と友達になりたいと患っていたカら友達のこ

とをよく知ってあげたいと患って。

。そうすると管工)さんは兵十と加l効的後をついて行ったの

も， くりやまったけも友達になりたい気持ちからという

ことワそういう読みになる?

'1まし冶0

0その時(くりやまったけを持って行く時)はつぐないと
いう気持ちは少しはあるの令

・少しはあるけど。 みυたlピ主主主主主主I}ど友達ぶ主
り7たλ守-い左いう".

Oそうするとごんiはまみつかるのでiはまないカか‘と.L偲 Lながら

も2人的桂を追うということをするのはどう Lてなん

だ?
・やっぱり宜殺のことなら前で私してあげたいと県ってい

主。

5 6の場泌の誇み

蛭Oの読みの彩響を受 けてくる

*つぐないのほうが強いけど，友達になりた

いという読みもあると 考え出す

際委があって， fつ ぐないjの後に

f友途jになろう

今までのつぐないの読みとの折り合いのつけ方

「ごんは兵十と友達になりたいけれど，きち

んとしたつぐないをしておいてから友達にな

ろうとしたJ

授業展開と格瓦影響過程(3)歯-4c



〈原Oの読み〉

日(最終)の鳩阪では

友達になりたい気持ちがごんの中では強くなっ

ていると読んでいる。

*fつぐないJは念のためのことで，友達にな

りたいという気持ちが強くなっているj

*f鐙Oさんが友達になりたいってこと雪って，

そういう風に教科警を読んでみると，絞めるo

m議会話県以説お怒ったj。

最後の 5. 6場稲での僚のの誇み

〈蛭Oを中心とした授業の発言〉

O 村に.'1:¥てきて兵十遼を
よく観祭している

学習後期段階 (5の場面)の読みの確立期

〈蛭Oの読み〉

判
即
W
附
什
川
村
謝
且
U

洋
ゆ
き
お
州
議
適
齢
(

N

)

イン歩どュー:6の場iliiの授業で涼Oさんは「ごん

は兵十に近づけてきたような気がしたjと駁Oと閉

じような発言をしているけど?

*f今までは蛭Oさんは友達ばっかり護っていて全

部賛成してなかったんだけど，今日 (6の場必)

では私もつぐないより友主主の方がごんの気持ちと

しては百虫いと思うようになったj。

*f最後の場面まで来てみると友達ということの方

がつぐないよりどんの気持ちとしては大きいで良

いと怒うJ。
キただ，全部，友達ではじめから読めるんではなく

て，つぐないをしているうちに義士主率達ι生長
左目謹ちがだんだん強くなってきたことと2.

ぐないから友達へという順番はある」。

つぐない÷友達:半々から

友達にウエイトをかけた読みへ。兵十たちにいたずらを

して接近

。 いわしを始時， くりや

まったけを運んでいく

ごんの動機(大)

〈高Oの読み〉

兵十と友達に

11時国自 1-4場面的中摘まとめ
fごんはどうし叶気持参でつ。ないをするのカづ

亙D:;:/，.Jは 士!õ~-.Lo主主饗を}させたツヒとーっ主1 売人担'"苦
んのかわり Fようになっ-て聾をさせたし迎。

能C 昔(議 お母きんのよ亨4ご亙がら震守りたいのでな 対

1ι…r 
こ賛j 兵十見守

直D: 骨(反論)j軍Qまふ公民進土品ぷ立準真義￡主旦ζヒ~
っている

になりたい気持ちもあることはあるカt今しなければ
ならないのは償いがまず一番だ。

主D:嘗(支持)
査Q:I蛭Oを支持)。どんは主嘩に者りたいのご。
援Q 方選になりたい持ちが戸んがん噛 在行てゑている。

貧Q-窓会本Q:骨{支持)
盗D:.重量主主三二E償いをして兵十に許してもらってから，友達

になろう。

受QI類似の意見)。
整Q:古t掌になりたい督時九がだんだん抽〈沿ってきているの毛る

の封酔舎の部分 fごんは兵十のか4判定うし令ふみふみ行主主L
たiホごんの1F-itになりたい弛いう起寺ちのあらわれだ

箆Q:y船主忍惣ι箆とζ諸議な」主ぷ2!続投ゑy

O 兵十や加助の後をつい

て話しを開く

なりたい
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cつぐないから友達になりたいという績番がごんの気持ち

にはあるという意見があったけど，それについてはど
う?

・始めはつぐないの気持ちだけで，後になってから友達に
なりたいが出て来ると醤っているけにそれだったらご
んと兵十との鴎が始めは速くにあったのに，それがだん
だん近くなってきたというように何で望書いてあるのかが
わからなくなる。

。それでは瀬番が舞，.ってことは，
なりたいっていう気持ちを持っていたってことカな

・はし、。この村に来てからいたずらをしてからだと思う。

いたずらを始めてだんだん事 L なってきて，詑没ふふ
をよく量E察 Lて，.るユちたと曹う。

。そうするとつくないから友達こなりたいと気持ちが変わ
っていったということもないんだワ

・いや。そっいうふうに変わっていったんではなく，亙護
になりたいっていうことを拍めから持っていた。

。そうするとくりやまったけを運んでいるのも友達になり

たいっていうことが中心?
・うん。つぐないよりも友達になりたいが大きいっていう
こと 6

0そうすると順番もないっていうこと?
川まし 友達にな bたしってしう 持制まとんとん大きく
なってきてしる内

111U8臼 5の場面のインタピュー(一部分)

w 
l.J1 

授業展開と相互影響過程偶)国-4d



36 教育学部紀要第70号

蛭Oの棺互交渉のパターンの特徴を簡単にまとめると歯 5品のようになる。自分の「読みj

「友達J)が確定する前の段階では，援業中の発言はあまりみられないが， I読みjが確定し

た2の場面以降は自分の解釈を麓極的に提示している。この段階からは他の克輩との議論は，自

分の解釈の正しさ z 妥当性を自己確認のための情報や「場Jとして使われている。結局，一つの

妥当な f読みJを作ってしまうと，妥当性の再確認のための情報収集は必要だとしても， I読みJ

そのものを修正していくような情報やそのための議論は必要なくなるということである。蛭Oは

3の場面以降は自分の解釈の提示と， Iつぐなし、j の読みの不十分さを授業の中でくり繰り返し

している。

このllJJ8 Bの授業における蛭Oの「心のやさしいきつねJという発言は原Oの読みにも少な

からず影響を与えている。原Oはインタピューの中で，蛭Oの発言を開いて， Iはじめはつぐない

一本で読んできたけど，友達もあることj に気付きだしたと言っている(図-4bの《原Oの読

み》の欄〉。

蛭Oの発言は高Oの「読み」にも直接，影響を与えている。高Oは最後の 5と6の場面で「つ

ぐなしづから「友達jへ読みを変えていってるが，関-4dの《高Oの読み》の欄にもあるよう

に， I蛭Oさんが友達になりたいっていうことを言って，そういう風に教科書を読んで、みると読

めるJIその読みなまぜていこうかなと思ったj とインタピューでは答えている。

原Oの「読みjは「つぐないと友達の両方があるj とし、う読みで，はじめは fつぐなし、j一本

であったのが，後に f友達」が付け加わった形になっている。従って，最後まで「つぐなしづは

fごんjの行為の背後にはあると読んでいる。この「友達jが付け加わっていく段階で，蛭Oの

「読みjが直接，影響を与えたのである。原Oの相互交渉のパターンは関-5b のようになる。

原Oは最後まで「つぐなしづを捨てないで「友達Jとどう「折り合しづをつけていくかで「読

みjが動いたこともあって，情報の取り入れはずっと続いた。

高Oの相互交渉パターンは関-5cである。他者と相互交渉しながら自分の「読みJを修正・

形成していくタイプで，自分の中でも，相互交渉でも「変動Jが大きしそれだけ双方向の相互

交渉は最後までみられる。

蛭Oは「友達になりたし、」という視点でこの作品は読み通せるのではないかと判断した後，授

業の話し合いでは積極的に自分の「友達Jの読みを提示していったことは既に述べた。また，原

0，高Oにどう影響を与えたかも上でみた。それでは，この蛭Oの発言は教室全体のやでどのよ

うな役舗を持っていたのだろうか。教室全体の読みとりと発言の体勢が圧僻的に「償L、Jで読ん

でし、る子ども達が多い中で，蛭Oの「友達J発言は当然大きな反論を引き起こしている。

3の場面についての授業の話し合いのテーマである「ごんはどんな気持ちからくりやまったけ

を兵十に運び続けるのかJをめぐっての議論でも，蛭Oは「友達」説を主張する。これに対して

神0，金0，中Oはあくまでもいたずらに対する償いでやっているとして対立をする。この場弱

までのストーリーの展開ではどちらの「読み」も可能性として取り得ることができ，較Oをはじ

め数名の子どもの f友達j説も，多数の「償し、j説も格予を説得できる決定的な根拠を出せずに

5の場面まで対立は続いている。ただ，この後の 4の場面の話し合いなどでは f欝し、J派の中に

も!願番があるという主張が出始め，まずは f僕L、」をして，その後に「友達Jになると L、う意見

が潜Oや先の原Oから出されるo また，蛭Oの「友達」説もはじめの数名から次第に数が増えて

くる。
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5の場衝では， r神様のせいにされてしまった時のどんの気持ちJ，r兵十のかげぼうしをふみ

ふみ行った時のごんの気持ちjを読み解いていくことを通して， rごんJの行為が改めて議論され

た。さらに「神様のせいにされてもなお運び続けるのは ?Jという問題も出され， r友達J説と

「償いj説の論争の山場を追える。これらの論点はたしかに「償しづの読みに再考を迫るもので

あったが結果的には両者の議論はここでも収数されることなく対立したままで終わっている。

「償し、J説は「神様のせいにされても運び続けるのは自分がつぐないをしていることを知っても

らうためjという形で論理が展開されたり， rかげぼうしをふみふみjも蛭Oの「どんの友達のな

りたいという気持ちのあらわれj という主張に対して， r自分がつぐないをしていることを言っ

て欲しくてついて行った」というようなかなり飛揮した「読み」で応戦している。

ここの例のように，授業の中での話し合いでは，二つの立場が鋭く対立している時には「自

説j の擁護に発言がもっぱら終始してしまうことが多いが，それでもこの授業でも最後の 6の場

閣では， rつぐなし、Jだけではこの作品は読み切れないことにほとんどの子どもは気付き， rつぐ

ないの気持ちから友達になりたし、とし、う気持ちに変わっていったJrつぐないと友達の二つだJ

といった発音へとなってし、く。そこでは明らかに論争を通して，別のもう一つの視点で、この作品

を見直してみるとL、う機会が与えられ， r読みの深化」に一定の役割を果たしていることが分か

るのである。そして，先に述べたように授業終了後に筆者が調査した結巣でもみたように，結局

はごんの行為の裏には f友達になりたし、Jという視点を加えた読みへと多くの子どもたちは進ん

でいったので、ある。

ここに示した蛙Oを始めとした複数の子どもたちの読解過程の中にはまさに作品の意味世界を

もう一度自分の頭，内的世界に再構築してし、く過程が捕かれているし，社会的な活動の産物とし



発達と学著書の社会的松友作F語論 (2) 39 

て「個人の読解」も押さえてL、かなければならないことを示している。

学習者一人ひとりのアクテイブな読みの活動をとらえていくための有力な方法として，インタ

ピューとそこから得られたプロトコル・データ，プロトコル分析があるということもこの節では

示した。

2)子どもたちの議論展開と教締の関わり

ここでは，授業における話し合いの展開や個々の子ども違の読解過程に教師の発言や指示など

の教授行為がどう作用しているかを実擦の授業の分析から明らかにしてし、く。具体的には 3と

5の場面の 2毘の授業を取り上げ，教師の教授行為が授業展開をどう競定していっているかを明

らかにしていくことにする。 2つの授業は授業展開のしかたとしてはやや対照的なものであった。

その意味ではこれらの授業は，教師が授業成立にどのような役割をはたしているのかを明らかに

していく上では好材料である。

(1) r 3の場面・前半J援業 rごんはどんな気持ちでつぐないをしたか ?J

①授業における議論の流れ

ここで取り上げる授業は11月9日4時期目に行われた 3の場面の前半部分に寵するものである。

この日は，引き続いて 5時間闘にも 3の場蘭の後半部分についての話し合いが行われている。

3の場薗はおよそ次のような内容からなっている。

兵十が，赤し、いどの所で，麦右どといでいました。兵十は今まで，おっかあと二人きりで，まず

しいくらしをしていたもので，おっかあが死んでしまっては，もうひとりぼっちでした。

「おれと同じ，ひとりぼっちの兵十か。jこちらの物置の後ろから見ていたどんは，そう思いま

した。

物重量のそばをはなれて向こうにいきかけると，ちょうどいわしを売りにきたのに出合い，いわ

しを盗んでト，兵十の家の裏口に投げ込んで森に帰る。ごんは，うなぎのつぐないに，まずーっ，

いし、ことをしたと思いました。

次の白も「ごん」は山でくりをひろって兵十の家へ持って行くが，兵十がし、わし混俸に間違わ

れて殴られてしまったことな知る。「どんjは「これはしまった，かわいそうなことをした」と思

い，物置の入り口にくりを置いて帰る。その後， iごんjは毎日，くりやまったけを兵十に運び続

ける。

この 3の場面は，前の 2の場面で「ごんがJ自分のいたずらを反省したのに続いて，兵十にく

りやまったけを運び続けることが具体的な形で書かれている。また，兵十がひとりぼっちでいる

のを見て， iおれと同じ，ひとりほ‘っちの兵十か。Jとつぶやいているところも読解の鍵になって

いる。読解のための課題としては， iごんJはどういう気持ちからくりやまったけを運び続けるの

か，つまりはつぐないの行為の背後にある「ごんJの行為のゴールは何なのかという問題である

が，さらにははじめの文「おれと開じ，ひとりぼっちの兵十か。Jも解いてし、かなければならない

ものである。しかし，この場面ではじめてごんの「つぐなL、Jの行為が始まっているのであっ

て，つぐないの行為の裏にある fごんJの真意はこの 3の場面だけからは推測は不可能である。

従って，授業の中では，読解の方向としてはうなぎのいたづらの「つぐなし、Jをしているという

意見が大多数で， iつぐなし、J以上のものは読み取りとしては出てこないことが予想される。しか

も，本文の記述として，いわしを盗んで、兵十のところに持って行って「うなぎのつぐないに，ま

ずーっ， ¥，、し、ことをしたと思いました。Jとあることも， iつぐないJの視点からの読みを支配す
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るものだろう o

この日の授業のはじめでは，この時間の話し合いのテーマについて議論され，蛙Oからは「ご

んはどんな気持ちでつぐないをしたのだろうか?Jと，原Oからの「ごんは一人ぼっちの兵十を

見てどう思ったのだろうか ?Jの二つが出る。教師はこのこつはまとめられだろうと提案し，蛭

Oのが本時の学習課題となる。

個別学習で，各自の意見をノートにまとめる作業を行う。

この授業時間の前半部分までの話し合いは以下のように展開されていく(関 6)。

教師 1:話し合いの開始を告げ，課題の提示をする crごんはどんな気持ちでつぐない

をしたか?J) 

2蛭0:つぐないをしているのは，本当のところ友達になって欲しかったから。そのわ

けは栗とかをわざわざ拾っているのと， c教科書〉の後の方で，神様のせいに

されてもやっているから。

ここで教師は論点の一つである「友達Jが出てきたことを確認し，

|糊3: ifiiO d…ところを強調ーな

もう一つの読み方である「つぐなしづとの間の論点の予告的な発言をする。

この後， rつぐない派」からの発言が続く。

4瀬0:ひとりほ、っち，悔いを残させた(つぐなし、)。

5金0:兵十へのつぐないと村でのいたずら全部のつぐない。

6原0:兵十に何か良いことをしてあげたい。

同じ「つぐない派Jの中で， rつぐなし、Jはうなぎのいたずら CY1 :瀬 0)に対してなの

か，いままでのいたづら全部についてなのか CY2 :金0)で議論が始まる。これをテーマ!と

しておく。

授業者は， 7酒Oの発言の後で，うなぎに対して CY1)か，いたずら全部に対して CY2) 

かの論点整理を行う。

7酒0:金Oに反対。兵十のことだけ。

教師 8:兵十のことだけなの?兵十のことだけでなく，みんなへのいたずらも含まれて

いるの?

9木0: C金Oに反対〉兵十へのいたずらだけ。
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本来の議論は「友達Jか「つぐなしづかを巡って展開する予定であったが，途中で， rつぐな

いj派の中での「校葉の議論Jに入ったために，授業者はこのY1対Y2の議論を先符させて，

先に決着をつけようとする。従って， 10谷Oが元の議論の流れの中の「友達Jに賛成で，駐Oを

支持する意見を言うが，あえて「友達j対「つぐない」の議論に入ることを止めている。

10谷O:!姪Oに賛成。ごんにはひとりぼっちでさみしい気持ちがあるから。

教師11:こっち (y1対Y2の議論)のはどうなの?

その後，金Oの「し、たずら全部J(Y 2)を支持する 12神Oの意見，酒Oの「うなぎJ(y 

1)のつぐないを支持した 13高Oの発言がある。実は金Oの r¥，、たずら全部Jに対するつぐな

いという読みは前時 (11月8日)の 2の場面の最後でも発言していたことで，この考えを再び繰

り返したものである。

授業者は， Y 2 : 九、たずら全部J対Y1 : rうなぎ」の議論の根拠は教科書のどこに脅かれ

ているかと開い，ゆさぶりをかける。そこで， 15金Oでは，後の場面にある「神様にされてひき

あわないな」と思いながらも「ごん」が運び続けるという部分を使って，自説 (Y2)を補強す

る。

教師14:どんのつぐないのうらには今までのいたづらを含んでいるのと，そうでない人

がし、た。でも，教科書のどのへんに書いてあるのかな。

15金0: r今までしたことの全部の反省を兵十に代表さぜた。だから，引き合わないな

と思っても運んだんだ。

ここで授業者はこれ以上，議論しても無理と判断して議論を打ちきる。

教師団このまま議論しても仕方がない。(金Oへ〉その読みで他のところも考えてい

ってください。もう少し中にはいってみましょう。

以上が r3の場面・前半J(11月9日4時間[3)のテーマ lをめぐる議論の流れであるが，この

話し合いの過程の全体構造をあらわしたのが，図-6の r3の場面における Discourse抗ap(l)J 

である。間中の授業者と克童の発言番号はすべて上の説明と対応している。こう L、う形で，授業

の話し合いの流れを表現してみると，子ども連の中の議論の対立点とその議論の動~，それに対

する授業者の関わりなどが全体としてもよく把援することができる。授業者が子ども達の議論展

開にどう関わっていっているのか，またその発関・支持，議論の制御の仕方の是非についてはこ

の後詳しく検討することにして，ここではとりあえず，授業における議論の内容とその流れにつ

いてみていくことにする。なお，授業者の発言意閣の内容については毎回の授業後の授業者との

話し合いで得られた情報に基づいている。
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この後，テーマ iの議論の打ちきりを受けて，授業者はこの日の授業における話し合いの主要

なテーマでるった fごんはどんな気持ちでつぐないをしたか ?J

を再度提示し，議論を再開する。

以後，蛭Oの「友達XJ対金Oをはじめとする fつぐないYJ派との論争が続く。

いをテーマ Hとしておく(図 7)。

この話し合

関-6
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教師 1 もう少し中に入ってみましょう。ごんはどんな気持ちでつぐないをしたかG

2木0:つぐない仏、わし屋とうなぎのつぐなしう。

3金O:!蛭Oさんとは違うけど友達になってほしかった。「これはしまったと思いまし

たJとどんがいっているところ，それだけ兵十のことを思っていて，うなぎだ

けのつぐないではなく，いわし麗のことも含めてくりとかまったけを持ってい

った。

43 

この 3金Oの発言はこのまま読むと蛭Oと同じ視点からの「読みJと解釈することになってし

まうが，後の 8金Oの発言にあるように友達になるためにはしなければならない(つぐなしうこ

とがあると読んでいるのであって，この時点での金Oの読みは fつぐない」のニュアンスが強い。

授業者もこのような金Oの読みについて事前に確認をしており，教師4のような論点整滋の発言

をしている。たしかにこの後の11月13Elになると金Oはワークシートにもごんが兵十と加助の後

をついていったのは「友達になりたしづから， r気付いてほししづといった意見を書き始めてお

り，つぐないの裏には「友達があるのではれと考え始めてはいる。

教師は「友達XJ対「つぐないYJ派との対立点を明確にする発雷をして，両方の立場からの

意見が続くことになる。

教師 4:金Oさんのと粧Oさんのとは違うよな。

5蛙0:つぐないも少しあるけど，友達になって欲しかったのが務からあった。こっち

の方が強い。

6原O:!蛭Oを支持(原Oはここでつぐない→友達に読みを変更〕。

7中0:金Oを支持。つぐないの方が強い。

8金0:，友達になって欲しいと言っていたけど，お互いに知り合っていなければならな

い。友達になるってのはおかしい。

8金Oは， r友達jの読みを否定するための根拠を上げているが，この後の金Oの発言でもこの

「つくれないをして知り合いになることJとし寸理由が繰り返される。

授業者は「つぐなし、J派が f友達Jを否定するための根拠として「知り合いになっていなけれ

ばならなし、Jを出してきたことに注意を喚起している。 10原0，11中Oがそれぞれ「友達j派，

fつぐないj派の立場から発言する。ただし，原Oの場合は「ごんJには友達になりたいことが

あるが，兵十にものを運んでし、る行為はつぐないと読んでいる点が蛭Oの「友達j とはやや違っ

ている。

蛭Oの場合にはものを運んでいるごんの行為は友達になりTこいためと読んでいる。授業者は蛭

Oを指名して「つぐなしづとの対立点を確認する。
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教師 9:お互いに顔を知らなければ友達になれない。

10原0: (どんの兵十への共感の意味から〉ごんは兵十がとてもまずしいことを知って

いたから，ますますつぐないをしてやりたかった。

11中0:つぐないの方が強い。兵十が友達にしてくれるわけはないし， f¥，、たづらぎ

つねめj と言っている。粟やまったけはつぐない。

教師12:蛭さんは反対意見だな。

13蛭0: f友達になれっこなし、Jということはない。どんは友達になってほしかったか

らものを運んでいるんだ。

授業者は「つぐなし、j→「兵十と知り合いになれる」→「友達Jの図式を使って「つぐなし、J

の背後には f友達j があることに気付かせようとする。そこで，授業者は8金Oの発言を利用す

る Cf知り合いになっていないと友達になれなし、J，r知り合いになるためのつぐないの行為j で

あって「友達Jになるための行為ではないという論理)。

教師14: rつぐないだけじゃなしづ，いや「つぐないだけJCの2つの読み方〉。金Oさ

んは両方あるんだな。

15金0:ごんがつぐないなしていることを兵十がわからない限り，ごんのこともわから

ないから友達になれるわけがない。

問中0:ごんは友達になれると思っていない。

教師17:ごんは〔兵十に〉友達になって欲しくないの?

授業者は， rごんjは兵十と f友達lこなれると思っていたのか ?Jから，さらには「ごんは友達

になりたいと思っていたJに進んで，つぐないの行為には「友達」があるという形で議論をまと

める。

18中0:友達になって欲しいと思っているけど，兵十がなってくれるわけがない。

教師19:どんは(兵十と)友達になりたいと思っていた。これは良いですか?でも，友

達になれるとは思っていなかった(18中Oの発言を指して)。

20谷0: Cr友達jからの反対意見〉ごんは兵十が友達になってくれると思っていた。

21鮭0:つぐないをしているうちに友達になりたいという気持ちが強くなってきた。

教師22: (議論のまとめとして〉はじめはつぐないをしていてだんだん友達になりたい

が強くなってきた。

テーマ立の議論展開としては， rつぐなし、」派， r友達j派それぞ、の根拠を出した中で、議論が進

むが，途中で「つぐなしづ派からは「友達J説を否定する材料として， rつぐないをしないと知り

合いになれなしづという意見が出てくる。この意見にあるように「つぐなし、J派も単なるいたづ

らに対するつぐないとしづ意味だけではないことに気付きだしている。しかし，蛭Oらが言うよ
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うな「友達」の読みは始めからは読めないという。このあたりの違いが両派の論点、になっている。

結局， rつぐなしづ派も「ごん」の中には f友達Jになりたい，近付きたし、という気持ちがあると

読んでいるのでるるが， 3の湯商で行われているごんの f行為j にはまだ「兵十と知り合いにな

※X-Y論議で読解深化

をねらう

Tl41別の視点の対立導入

Y8-11の「友達になれ

ないj議論を提示

Tl71 16の発設線認:修正

191ごんは兵十と友達に

なりたいを確認

T22 

議論のブレを修正

全員に論点を潟確認

ごんの償いを兵十がわから

ないと友達になれない

1~ I的:鵬広大|

ごんは友達になれると思ってない

計約:16の発言槻|

10 

201 谷0:181こ反論。ごんは友遼

になれると怒っている

211 !経0:xを主張。倹いをして

いるうちに友達になり

たい気持ちカ号車くなる

(最終的に結合)

図-7 3の場蘭における DiscourseMap 俗
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るためj以上のものではないと考えるのである。両派の違いは，この 3の場面で書かれている範

関に限定して行為の意味を考えるか， 3の場面以降のごんの行為をトータルに読んでみてそこか

ら「逆行させる Cbacktrack)J形で解釈していくかどうかという，いわば読み取りの f場面」の違

いも同時に含まれているのである。この穫の読み取りの違いは読解途中の段階では当然起こるこ

とであり，最終的にどの方向に収放していくかが大切なのである。そういう意味では fつぐな

し、」派はまだこの段摘では「ごん」の行為は友達になる前の段階の「いたづらに対するつぐな

し、J，rつぐないを通して兵十と知り合いになる」という読みに閤執するのは当然である。「つぐな

し、J派がこの読みの段階を抜け出ていくのはもっと後の場固からである。従って，最後の授業者

のまとめに「つぐないJ派が合意をしたわけではない。もちろん，授業者自身もこの 3の場面の

授業で「つぐなしづから「友達Jへと移行するわけで、なく，この後の他の場閣での何回にもわた

る対立・議論が必要であると考えている。あくまでもこの時間の話し合いのひとつの「まとめ」

として位置づけている。現に， rつぐないj対「友達Jは議論の内容を変えて，この後伺度も出て

くるのである。

図-7はこのテーマ Eをめぐっての話し合いの全体構造を表したもの U3の場聞における

Discourse Map (2)J)であり，先のテーマ 1の図-6 IDiscourse Map (l)Jに続くものである。

教師の DiscoursePlanと会話構造(場弱3の授業)

3場立証 l盈盤(7)Di盟主盟旦i皇旦

話し合いのテーマ

義民主Z忠議態鶴£主投ま想

予想される

ごんはどんな気持 l 議論

ちでつぐないをし

経o(谷0)
丞土三金支箆二本主主

〈紳> I 
2ぷ生ど

金O 干車o 商O

たのか? 「ごんぎつねJの

読解深化のための

第 1ステップ

i会話構造|

T課題提示一一一一T採ffl-一一T討論プラン一一一T議論制御一一一一課題存提示一一論点整喫一一一議論帝Ij御

小修正

蛭O
(x友達1

。
嚇

-S

蛭
h
u j 

滋O一一一…ー金O
(Y 1へ僕ぃ1(Y 2倹い1

(変形版)

金0・中0・木O
(泌0・神0)

(Y償い}

図-8 3の場面における授業者の会話とプランと会話構造園
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②児童の読解過程と授業者の関わり

ここでは以上の 3の場面で展開された子ども達の議論展開に授業者がどのように関わっていた

のかを f授業者jの発言・指示，授業プランからみていくことにする。

鴎… 8は3の場逝における授業者の会話プラン(DiscoursePlan)と，授業者の会話を中心にし

た会話構造の全体図である。授業者の発問・指示や授業展開のプランといってもここで表現して

いるのはすべてが授業前に計闘だてられたものではなく，実際の授業の中で出された子ども達の

討論展開や内容から新たに考え出され，実行されていったものも含まれている。そういう点では

通常の授業フ。ランとはや L異なったものである。もっとも先の 8の1)で指掃したように頭の中で

作られたプランも現実の状況や行動の結果と切り離されてしまった形で存在するのではなく，絶

えずそれらとインターラクトし合いながらプランニングの内容も修正され，実行に移されていく

ようなものとしてとらえなければならないのである。

授業者は本時の授業開始直後に子ども連から出された話し合いの「課題Jから，議論の方向と

しては蛙0・谷Oのx:r友達J派と，金0・神0・溺Oらのy:rつぐなし、J派の両方の論争

が展開されていくだろうと予想した。すでに前時間までのワークシートに欝かれていたこと，授

業における発言の方向などから授業者はこのような推論を行っていた。実擦にもしばらくはこの

線に沿った話し合いが続く。そして，授業者もこの考えに基づいて論議の整理を行っている。

しかし，その後「つぐなしづをめぐっての別の議論 (y1 : rうなぎJ対Y2: r¥，、たづら全

部J)がいわば f横道jに入った形で進み始めることになる。このテーマ[を巡っての議論は授業

者にとっては予想外の別の議論であったが，本来のx:r友達J対Y: rつぐないjの議論を脇

に置いて先にこのYl対Y2の決着をつけてしまうように論点の整理 CT8)と議論の制調 CT-

11)を行う。議論が進んだ段階でこのY1対Y2の議論ははたしてどのような根拠に基づいてい

るのか，教科書の内容に郎して考えていくように注意を喚起する。ここでは授業者としては， Y

1対Y2の議論は教科書の内容やそこからの推論を越えた「議論j のできないものであり，本時

で議論したい「本筋jから離れていることから議論を切り上げようという意図でゆさぶりをかけ

る。特に，金Oが出したY2 : 内、たづら全部jの読みはどこまで根拠を持ち得るのものかを問

うている。この金Oの発言は先にも指摘したように前時から引き継いでいるもので，同じ発言を

2の場磁の授業の最後でも行っているのである。子ども遠の「こだわりJがここでも見えている

わけだが，授業者は次の15金Oのかなり飛躍をした推論に基づく発言を聞いて，これ以上Y1

Y2の議論を進めても意味がないと判断して議論を打ちきる。この議論制御は議論している内容

や進め方から言っても当然の対処の仕方であった。

この後， r本論jであるテーマ Eをめぐっての話し合いが展開されるが，議論が進んでくる中で

Y: rつぐなし、j とx:r友達jの両派は自説をより説得していくための根拠を提出していく。

その中で， y: rつぐなしづ派が出した 8金Oの「友達否定の根拠J=友達になるためには知り

合いであることが必要→つぐないはそのためのもの，とL、う読みを授業者は取り上げ，この論点

から読解の深化をねらい，さらには「つぐなしづ視点の吟味の第一歩にしていこうとする。つま

り「つぐなし、Jの背後には「どんjの f友達になりたL、J気持ちがあることに気付かせようとす

る。もっとも，全体の授業内容からいってY: rつぐないJ対X: I友達j の対決の議論が行わ

れるのはこの 3の場面が最初の部分であり，あくまでも読解深化の第 1ステップとして位置づけ

ているのである。必ずしも「友達jの視点からの読み取りのための情報がこの 3の場面までの記

述では十分に出されていない段階での， Iつぐなしづか「友達Jかをめぐる議論としては，授業者
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によるこの議論展開の仕方は妥当なものであったといえるだろう。そもそも論議を構築していく

上で授業者が議論の内容や方向な提示できる「切り札j を持っているわけではなく，子ども達か

ら出された意見出材料でもって作り上げていかなければならないとし、う制約を前提にしなければ

ならないからである。そこに授業の難しさとおもしろさの両面が顔を出している。あるいは一人

ひとりのこども達の「読みの力j とその指導も欝係してくるだろう。

この時間のまとめとして，授業者はT22で fはじめはつぐないをしていてだんだん友達になり

たいが強くなってきた。Jと結んでいるが，もちろんこの読みの段階で「つくれないjの読みの子ど

も達が「友達jの読点を持てたわけでもなしあくまでも「友達もj という視点導入の第一歩に

すぎない。この後何度もこの対立は出てきて，これを通して「読みjは深まっていくのである。

この援業展開をまとめたのが劉 9である。

日 課 題提示 制御論点整理
読

解

深

化

争地
湘

2
E
a
e
 

y 

lilüiì4þ-~ 慌の明確化長冊

一一-" ・別の読み取り

消す ' があることを

相互に認識

の

日
第

ス

ア

視点・ n賞いj
ツ

プ

閣-9 場頭3の授業展開の略龍

(2) r 5の場麗・前半J授業 rごんが兵十に近づくのはどういう目的から ?J

①援業における議論の流れ

このほの場弱Jの授業は f公開授業j として計画されたもので，授業者によって作られた授

業案は以下の国一10のようなものである。また本時の課題としては「神様のしわざと思われたど

んの気持ちを読みとるj というものであった。

この授業では内容的には「神様のしわざにされてしまった時のどんの気持ちJ(テーマりと，

「どんは何を期待して兵十と加助の後をついていったのだろうかJ(テ…'7II)の2つについて議

論された。

5の場面は 4の場面の話しに続く形で警かれている。 4の場面は次のようなあらすじになって

いる。
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学習の展開 (12/15) 

子供の思考の流れ 教師の働 き かけ

課
ごんの性質の想起話の筋の想起 -前期の学習の想起

兵十の境遇の変化の想起 -ごんの心の変化を強調

題

J告
干中fJ.長のしわざと思われた，ごんはどんな -課題の確認

握
気持ちになったのだろうか。

-本時場面の音読(指名)

-ワークシートに書き込みをさせる

{賞い 共感 -二つの観点からの解釈を出させる

わかってもらえな 神様とは断定して

課
くてもしかたない。 ほしくないな。 -発表させる

償いをしているの

だから。 -ニつの観点での話し合いをさせる

題 (解釈不能)

/ひきあわないな¥ -この言葉に住尽させてごんの行動

の意味を確認させる

追 兵十にどんなことを期待してついて

いったのだろう。 -共感の程度についても考えさせる

求
-この発関でごんの行動の意味を明

自分のことを 自分だとわか 自分だと
確にさせる

話すのではな ってくれてい ってほ
-ふみふみに注目させる

いか。 るだろうか。 しい。

(兵十に対する共感 からくる思い) I 

あしたも，架や松茸を持って行かなければならない。
共感の強調

課
見つかっても，撃たれることはないだろう。こんなに尽く

ごんの片思い

題 しているのだから。それに，兵十は気のいいやつなんだ。
無償の行為

俺と同じ一人ぼっちなんだから。
a分の存在に気付いて

角事 欲しい

決 -本持場面の音読

あしたは，ごんが撃たれるところです。 -次期予告

額一10 場磁5の授業案
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月夜の晩，吉兵衛の家でお念仏を唱える集まりに行く道すがら，兵十が加助に母親が死んで‘か

ら不思議なことが起きていて，くりやまったけを誰かが毎日くれていることを話す。たまたま

村監に遊びに降りてきていたどんはこ人のこの話しを偶然に縄く。ごんはニ人がででくるのを

外で待っている。 5の場面では，この話しを受けて，次のように続く。

どんは念仏がすむまで井戸のそばでしゃがんでいた。ごんはニ人の話しを開こうと患ってつい

てし、く。ごんは兵十のかげぼうしをふみふみ行きました。加助が「さっきの話しは神様のしわ

ざだぞJ 兵十が「えれ加助 f神様があわれに思わしゃってめぐんでくれている。」兵十「そ

うかなあ。」加助 f神様にお札をいうがし、いよ。J兵十「うん。j これを開いて，ごん「こいつは

つまらないな。JI神様にお礼を言うんじゃひきあわないな。J

前半のテーマ iでは， I自分のつぐないが神様のしていることにされたどんの気持ちJをめ

ぐって， Y: Iうれしい」とX: Iつまらなし寸の二つの読みとりの潤での論議が燥関されてい

る(圏 11)。途中，この議論から発展してきたZ: I分かつて欲しい」とL、う読みも出てくる。

授業の白擦としてはこれらの議論を通して fつぐなしづの読みをこども達が f再考」していくこ

とをねらっている。つまり， Iつぐなし、」の視点で読んでいる時には兵十のためになっていれば十

分なはずである。それなのに「ごん」は「神様のせいにされてしまってはつまらないなJと回っ

ている。「つぐなしづでは「解釈できなくなるのではないか ?Jというゆさぶりを通して fつぐな

L づ撹点の再検討をしていこうというものである。だが，後でみるように現実には予想したよう

には授業は展開しなかったのである。

授業者が課題の提示をした後，金Oから神様のせいにされたのはつまらないと思ったが，兵十

が喜んでいるから「うれしく思っているj という「つぐなし、」の観点からの意見を出す。この

後，同じ「つぐなし、」の立場から fつまらなし、Jという反対意見が出て，議論になる。これらの

議論の中で，授業者はY: Iうれしし、」という金Oらの「つぐなしづの視点からの読みでは， I自

分がしていることを兵十は喜んで九、るからうれしし、」となるが，それではどんが， Iこいつはつま

らないなJと言っていることと矛盾してこないのかと指摘し， Iつぐなし、Jの視点にゆさぶりをか

けている。

教師 1:自分のつぐないが神様のしていることにされたどんの気持ちは?

2金0:ごんが，つまらないとか，ひきあわないなと思ったのは，自分のしていること

が神様に間違えられているから。でも，どんは自分のしていることが喜ばれて

たからうれしかったと思った。

教師 3: (金Oの発言内容を確認する。〉待てよ。していることと，間違えられたこと

はふたつに分かれるんだ。

関連えられたことごいやな気持ち。

していること(ものをはこんでいること〉は喜ばれているから=うれしい

4木0:ごんは，神様にされてお礼を言われたのでうれしい。

教師5:この言葉「こいつはつまらないなJIおれは，ひきあわないなj があっても，

うれしいの?とY: Iうれしし、Jに対して疑問を投げかけ，論点の矛盾を指摘

する。



発達と学習の社会的相互作用論 (2) うI

授業者としては， r自分のしていることが理解されなくていやな気持ち，悲しい気持ちj と読

み，次の「ひきあわないなjとつなげていくことで， rつぐないJの f読み」を再考する手がかり

としたいという意関があった。だから「つまらなしづは出てこなければならない f読みjであっ

た。実擦に，この後神Oから「し、ゃな気持ちJが出される。これは本文の中にも fへえ，こいつ

はつまらないな」と警かれていることから当然出るべき意見であった。問題は，これらの読み取

りが fつぐなし、」の読み再考へとつながっていくのかということなのである。結論的に雷えば，

この部分だけの吟味では不可能で、， r兵十のかげぼうしをどふみふみ行きました。Jや「神様にお礼

うんじゃひきあわないな。j という 5の場面全体の中で読んでいかなければならないのであ

る。

ともかく，その作業の入っていくために必要なx:rつまらなし、」が出る。さらに， 8酒井の

z: r分かつて欲しいj とし、う発展意見が出る。

6神0:ごんは， rこいつはつまらないなJって言っているんだから，ここではいやな

気持ち。

7籾0:神Oに賛成

8r密0:自分だということが分かつて欲しかった。だからいやな気持ち。

ここで， 9金Oは6神Oの反論を受けて，神Oのいやな気持ちの理由について認めながらも，

自分がうれしいと言ったことは木Oと違うことを述べる。栗や松王手を持っていくことが兵十に喜

ばれている。そのことがうれしいと発言したのだ、と主張する。これに対して，神Oはさらにうれ

しいというのはおかしいと湾反論する。

その他， y: rうれしいJ，X: rつまらないjの両方を支持する意見が続く。

9金0: r神様のぜいにされたのはし、ゃな気持ちだんという(神0)のは私も良いと

思うけど，わたしの「うれしいjは栗や松茸を持っていくことを兵十が喜んで、

いるのがうれしい。

10神0:兵十の気持ちも喜んでいるよりも「不思議jだなという気持ちだ

11高0:8酒Oのz:r分かつて欲しいjに反論。

教師12:11高Oの「読みJは消したいとしみ意閣で，再考をうながす発言。高Oさんのよ

うに分かつてもらえなくてもいし、んだという気持ちでどんがいたとしたら，

fつまらないJrひきあわない」はどのように解釈できるか考えてください。

13原0:神OのX: rつまらなしリを支持。

14中0:金Oのy: rうれしい」を支持。

15金O:Yの自説を再度主張。自分は神Oの考えに賛成だが， r神様に間違えられたこ

とに対しては，いやな気持ち。自分のしたこと(を兵十が喜んだのは〉うれし

かったJを繰り返す。

この発言に対して，次のような論点の整理と課題の再確認をする。
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ごんはどんなふうについていったの?じゃ，教師団ウーン。ちょっと待ってくれ。

兵十の後を」と聞く。

授業者は，このまま議論しても展開はないと判断して，教科書の前の内容に喪って考え直すこ

とを求める。教科書の文章に戻って，二人の後をつけて行ったごんの様子をたずねる。これは，

前時の学習ですんでいるので復習となる。

この後，テーマ Eの議論を際始するが，ここまでの議論展開を図にしたのが図-11の fSの場

面におけるDiscourseMap (l)Jである。
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授業者はテーマ Iの議論を打ちきった後， rごんが兵十のあとをどのようにしてついていった

のかjという教科書の内容に沿う形で， rごんJの行為の意味=ゴールはどこにあるのかを議論さ

せようとする(図-12)。そこで蛭Oを指名するが，その裏には「かげぼうしをふみふみJ= r友
達JとL、う発言が出てくるであろうと L、う予想と，この発言から「つぐないJ対「友達Jの議論

に戻って，結果的には「つぐなし、Jの読みの再考と読みの深化につながっていくという期待が

あった。

教師 1:ごんは兵ートの後をどんなふうにしてついていったの?

誰かが前に言っていなかった?蛭Oさんかな? (蛭Oを指示)

2蛭0:はじめは遠くから見ていたんだけど，ここではかげが踏めるほど近くにきてい

るから主連になりたいという気持ちが強まってきている。

(さらに追加説明として〕

:心の中まで知りたい，友達のことをよく知ってあげたいという気持ちでつい

ていった。

ここで授業者は発問を変えて， rごん」は何を期待して兵十についていったのかなと聞い，蛭O

の「友達j と「つぐなしづ派からの意見が続いて出される。

教陣 3:ごんは兵十に何を期待してついていったの?

4蛭0:誰がしているのかわからないけど「ありがとうjの声が聞きたかった。これで

兵十と仲直りできると思った。でも神様の話しになった。

教師 5: r誰だか知らないけどありがとう」とし、う言葉を待っていた。ところがそうで

はなくて，神様だということで「つまらないJrひきあわないJとなった。

6酒0:つぐないをしている「ごんJ(自分)の気持ちを分かつて欲しい

7神0: rあのきつねがやっぱりつぐないをしているのかj と言って欲しかった。

教師 8:この 7神Oの発言を確認する。兵十はごんがつくゃないをしていることは分かつ

ているの? ごんということばは出てこないな。

9艇0:7神Oに反論。神Oさんの考えだとつぐないということになるけど，そうでは

ない。友達になりたい気持ちが強まっている。
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10原0:7神Oに賛成。 fつぐないをしているのはあのきつねではれということを兵

十に寄って欲しい。

教師11:原Oの発言を確認。ごんは兵十からつぐないをしに来たんだと言って欲しかっ

たとし、うことか。

12酒0:7神Oを支持。つぐないのことが兵十から出るのを期待している。

13神0:自分のこと(つぐなしうを一言でもよ L、から兵十に話して欲しい。

教師14:13神Oの発言に対して，兵十らの会話から「ごんがつぐないをしに来ている」

とまでは読めないと指摘する。

15金0:13神O~こ賛成。ありがとうと L、う気持ちが兵十から出て欲しかった。

16原0:7神Oに賛成した10原Oの意見を補足しながら再度提示。「もしかしたらどん

かな」と兵十に言って欲しかった。

援業者は，教欝 3: Iごんは兵十に何を期待してついていったの ?Jの発問で，蛙Oが2蛭O

で出した「友達」の視点からの「かげぼうしをふみふみJ=どんの「友達のなりたい気持ちがだ

んだん強くなっている」読みと， IつまらないJIひきあわなしづとを結び付けて考えさせようと

する。これらを一貫性をもって読んで九、ける視点としては「友達Jであることを子ども逮に気付

かせようと意図したのである。たしかに，次の 4蛭oIこれで兵十と仲直りできると患った。Jと

いう「友達」の視点からの発言が続いている。そういう意味ではこの教陣3の発需は「友達j対

「つぐなし、Jの議論を通して fつぐなしリの読みの再考へと発展していく可能性をもっており，

環にかなってはいた。しかし， Iつぐなし、」派の発言のほとんどは， I兵十に何を雷って欲しかっ

たのか」とL、う表面的な解釈のレベルに終止してしまい，必ず、しも授業者の意関は子ども達には

伝わっていなかった。「つぐなし、Jの視点の簿考→読みの深化と L寸期待された方向へ議論は進

んでいかなかった。このように本来の議論に立ち戻ることなくズレは矯正されないまま，本時の

話し合いは終了する。

以上のテーマ Eをめぐって議論された内容を留に示したのが閤-12の 15の場面における

Discourse Map (2)Jである。なお，先の図-11のテーマ Iの場合も同様であるが，関中の発言者

の番号と，上の本文仁村こ出てきた発言者の番号とはすべて対臨している。

②児童の読解過程と授業者の関わり

5の場面で幾罰された子ども達の議論幾聞を「授業者jの発言・指示，授業プランの観点から

みていくことにしよう。

図 13は5の場面における授業者の会話プラン (DiscoursePlan)と，授業者の会話をゆ心にし

た会話構造を示している。
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fごんざつね I5の場閣における DiscourseMaD (2) 
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@テーマ iをめぐる議論について

テーマ iの場合は「神様のしわざと思われたどんはどんな気持ちになったのだろうか」という

学習課題を解くための議論が展開されることをど期待したものであった。

そして，神様のせいにされたことをどんはどう受け止めているのかということは，この時間の

中で行われたもう一つの話合いのテー?で、ある「兵十のかげぼしをふみふみ行った時のどんの気

持ち」と共に fつぐなし、j と「友達・共感jの読みのどちらがどんの行為の動機として妥当なの

かを考える手がかりになっているものなのである。

例えば，授業者は前に述べた学留指導案では次のような子どもの読解過程というものを想定し

ていた(図 14)。

「つぐない lの読み

{賞いをしているのだから分

かつてもらえなくてもよい

自分のしていることが理解され

なくていやな気持ち，悲しい

立立原懇志ゑL ¥ / 
(読みの再検討を{足す ¥ / 

「神様のせいにされてひきあわないなJ

閣-14 教締が予想した 5の場箇での子どもの読解過程

「つぐない」という読み取りをしている場合はたとえ神様のせいにされてもその償いをしてい

るのがどんだということを兵十に分かつてもらえなくてもよいという解釈も可能で、ある。という

のは自分のことを分かつてもらうのが本来の目的ではなく，兵十に鍛いをし，兵十がそのことで

でし、ればよいと考えるからである。だが，このような読みでは次の「神様のせいにされてひ

きあわないなjという記述に出会うことによって， r償いJ-r分かつてもらえなくても良しづと

いう読みの見直しの機会が与えられるのである。

先の図-14の授業における発言の流れでは，次のような(圏一15)ニつの意見の違いが現れて

いる。この流れの中で， 2金Oの場合は15金Oで意見を修正したりして，体勢は「つまらなし、j

が主流になっていく。

その他， 11高Oのようなz:r分かつて欲しいj を否定して，ごんは分かつてもらわなくても

よいと思っているといったような二つの流れとは異なった考えが出されてもいる。「うれしL、J

と fつまらない」の 2つの読みは当初に予想した通りのものではあったが，この話し合いの経過

の中では「うれしし、J一(矛盾)- rひきあわないな」 という形の一貫した読みがで、きないこ

とには気付いても，さらに「償L、Jという読みを考え直すきっかけになっていくというような動

きは生まれていない。
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2金0:rうれしいJ 4木0-9金0-14中O…(松松ム)

一
和

6神0:rつまらないJ-7籾0-8酒0-10神0-13原0-15金O

図-15 5の場道における発言の流れの概略

一つには「償L、」と読んだ場合でも， rつぐなっていることが自分だということを知って欲し

いjのに分かつてもらえず「つまらなしづ， r"、ゃな気持ちJと解釈することも可能で，ここだけ

からは f偉し、Jの読みの再検討というきっかけにはなりにくいということである。現に，そうい

う「償L、Jの読みを考え直すといったことは気付かれていないのであり，単に「うれしLづか

r"、ゃな気持ちJかの論議になっている。

この間， T 1から15金Oまでの約15分間の議論では 2金Oのような自分のしたことを兵十は

いやがっていなし、からうれしいが，神様にされたことはつまらないというように自分のしたこと

と，間違われたこととを分けるような意見や，そもそもうれしいという読みは fつまらなし、Jrひ
きあわなし、Jの記述からして無理な読みであることは 6神Oの発言のように早い段糟で指摘され

ているのである。

「うれしし、」のか「つまらないJのかという議論から一歩踏み込んで，何故どんは自分だとい

うことが分かつて欲しかったのか， rつまらないな」といったどんの気持ちに焦点が向かって

いったらどうなるであろうか?

@テーマ Eをめぐる議論について。

この時間の授業の後半に議論されたテーマ Eは，かげぼうしをふみふみ行った時のどんの気持

ちについてであった。 T1から16原Oまででおよそ20分潤の議論であった。

教科書の記述の願番からすると，内容的には前に戻る形になっているが，この 5の場面の全体

をまとめるという意味を持った話し合いであった。

はじめに授業者からT1のようにかげぼうしをふみふみのところは伺を表わしているかという

ことについての発関が出され，以前に意見を述べていた蛭Oを指示する。 2蛭Oは「友達になり

たいj とし、う読みの立場から，ごんの兵十と友達になりたいとしづ気持ちがもっと強くなってき

たことを表わしていることを指摘する。この部分の記述はごんの行為を単なる「つぐないjでは

ないと読んでいくためにはきわめて重要な手がかりとなっている所で，際Oの発言はまさにこの

点を把握してのものであった。であるから，この蛭Oの発言からつぐないと読んで、いる子ども達

には読みの大きな変更をもたらし得る可能性はあったといえる。現に，授業者が想定した学習の

展調では「ひきあわないな」の部分で「つぐなしづから f友達・共感Jへと読みが変化していく

であろうと考えていたし，このテーマ Eの始めに蛙Oを指名したのもそのような意図からであっ

たのだろう。

ところがこのような形の授業展開にはならず，残りの大部分の話合いは「ごんは兵十からどう

いうことを言ってもらうのを期待して兵十のあとをついて行ったのかj という議論に終始してし
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まった。むしろ，ここでは「かげぼうしをふみふみ」からごんの心情を読ませるべきであり，あ

るいは蛭Oの発言をもっと掘り下げるべきであったと考える。

そうならなかったのには一つの必然性があった。それは， T 3の発問である。これは実は授業

者の学習指導案で「ひきあわないな」の後に， r兵十にどんなことを期待してついていったのだろ

うj という発開が用意されていたのである。この学習指導案では「ひきあわないな」のところで

fつぐなし、」の読みでは解釈不可能になり，読みの大きな変更が起きていることを予想していた。

たしかにそうなっていたのならば， r兵十にどんなことを期待してついていったのだろう j とい

う課題はどんの兵十への共感の思いを知ることになるのである(指導案でもそう考えていた〉。

だから，つぐないから友達へと読みの変更が起きている時にはこの発関は意味があった。

だが，実際にはこのような読みの変更が子ども遠の中ではまだこの段階では起きていなかった

のであり，そのことはテーマ Iでも見た通りである。

巴
課題提示ー司骨停申巴争

議論詰IJ御“ーー幹也 m…自由+

課題提示一一+

日

発問
兵十に何を言って欲しいと

一一ートl 期待していたの?

国-16

^ /'-ノ、
論争の方向ズレ
「兵十iこ償いをしているj

のは自分(ごん)だ」と
言って欲しいの議論

場菌5の授業展開の略図
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この状況で「兵十にどんなことを期待してついていったのだろうJという発聞が出された。そ

の結果，兵一行こ何を言って欲しいのかという内容に関する議論になってしまった。あるいは雷っ

て欲しいことと思って欲しいことといった明かに教科書の記述からは推論不可能な内容にまで議

論は進んでしまった。ごんが何を言って欲しかったのかとL、う具体的な内容についてはこの記述

では判断できないのである。

全くの結果論にすぎないが， T 3の発聞は子ども達の読みの過麗(思考の流れ〉を考えた時に

は有効ではなかった。思考のルートとしては「校」の部分に入ってしまった。折角の蛭Oの読み

も蛭O対他の児童という対立の密式という形でしか授業には表れなかった。

このように見てくると，発問，指示の恐さが改めて感じられる。このような形で授業を見てみ

ると実にいろいろな事が見えて来ることがわかる。子ども達の思考の流れを的確に把握していく

ことがし、かに大切であるかということがこのような分析からも実感されるのである。

以上の場面5の授業展開を簡単にまとめたのが留一16である。

10.相互作用研究は侍を貢献し得るか

1 )心理学の伝統としての個人主義

Wertsch (1991)は彼の著「こころの戸」で心理学が伝統的に取ってきた人間観として，社会か

ら切り離して，しかも個人単位の心理的対象について扱っていくとし、う倒人主義の考え方がある

ことを指摘する。この考え方は心理学の分析対象として僚入者ピ，しかもその個人の内面口心理的

対象だけをその人間が活動している状況や文脈を切り離して扱うと L、う研究対象の選択な行わ

せ，さらには社会一文化的な変数を全く考慮することなくそこで得られた結果が全ての人聞にあ

てはまる普遍的なものであるかのように結果を解釈する我々の基本的な研究戦略というものを規

定してきた。今日，ヴィゴツキーの精神に対する康史一文化的アプローチの考え方が再び注目さ

れるようになり，認知心理学を中心にして状況論的認知論や文脈重視の考え方が強調されている

が，それは心理学全体の中ではあきらかにまだ?イナーであり，基本的には心理学の個人主義指

向はワーチが上の書で嘆いているように現在も変わっていない。ワーチは，このような心理学の

中で広く取られている個人主義の考え方が近代主義の下で生まれてきたことをテイラー CCharl-

es Taylor)の主張に基づいて展爵している。

Taylor (1985)は近代主義の中で作られてきた自我についての考え方として，これは近代的自

我と称されることもあるが， I遊離された自我JCthe disengaged self)とL寸言葉でこれを特徴づ

けている。つまり，外部からの干渉や外部権力から開放された自由な個人が近代と共に登場した

が，この自由な個人という概念は同時に個人の主体性や個人の責任というものに大きな重きがお

かれることになる。それは「自分自身だけ会頼りにして行為する能力という近代閤有の自由概

念JCP. 5)を生んでいるのである。藤原保信(1993)は言う。「近現代の自由主義の哲学は，おし

なべて個人は社会関係から離れて，それ自身として自分自身の所有者であり，自分自身の意志に

したがって蕃を選択し生きていくものとした。それゆえ個人は他者関係や相互の承認とは無関係

に一社会になんら負うことなく一権利をもつべきものとした。それはあまりにも個人主義的であ

り，時には科己主義的ですらあったJCP. 188)。このような近代自由主義の捉えた自我にかわっ

て，自我をふたたび社会的な関係のうちに埋め込み，状況化して理解することを提唱する。「人間

は最初から社会的相互依存の体系のうちに生きているのであると。J(藤原， 1993)0 Iまぼこれと類

似の指構は宮津康人 0985，1992)の近代的こども鏡と教育の誕生についての一連の研究でもみ
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ることができるが，ここでは詳しくは触れない。

ワーチが今日の心理学で取られている個人主義志向のもう一つの源流は「原子論atomismJ的

なものの見方である。これもテイラーが指擁していることなのだが，心理学のみならず自然科

学，テクノロジー，精神医療などの多くの近代的な営みに共通にみられる「原子論」の発想を心

理学は見事に取り入れているというのである。厳密性を追究していく中で個人はより小さな単位

で捉えられ，分析されていき，トータルな人関としての理解やさらにもっと決定的なのはテイ

ラーがし、うところの「社会から独立した存在としてJ，傍人をあたかも孤立した系であるかのよ

うに捉えてしまう傾向はもはや心理学の中では常識であり，トータルな人格としての人間理解は

もはや我々の世界では非常識になってしまっている。ワーチはジョン・デューイが1901年のアメ

リカ心理学会会長演説の中で，心理学がもっぱら個人にのみ研究の焦点を当て続けていってしま

うなら，人間科学としての心理学が本来分析すべき現象の多くを見失ってしまうと当時の心理学

に大いなる危慌を示していたことを指擁している。だが，それにもかかわらずほぽ100年前から

アメリカの心理学は典型的に個体の心理学であり続けてきたという訳である。それは当然，日本

の心理学のことでもあるのだ。

このような「方法的個人主義jに基づいた心理学克服の一つの動きがアメリカでは1980年代か

ら始まるヴィゴツキー研究であり，ヴィゴツキ一理論の再展開の動きであった。それはまさに，

Bakhurst (1991)がロシアの哲学者イリぷンコフ (Evaldl1yenkov)を引用しながら言っている次

の言葉， I借入に大きな力点を震いてしまった西欲的な哲学の怯統から抜け出て，精神と社会・

文化は分離不可能なもの，それらは統合された形でしか扱えないのだというJ(P. 61)認識に立

つということであり，それを心理学の研究としてもどう具体化していくかということに向けての

動きなのである。

ヴィゴツキーたちの精神への康史一文化的アプローチとほぼ河じ時代にもう一つの個人主義心

理学克服の試みがあったことを指摘しておかなければならない。それはフランスのポリツエルら

に代表される「ドラマ心理学」であり， I具体性心理学Jであった。そこでは，人間精神に対して

社会・歴史的態度を取ること，人絡を社会的諸関係と他の人関との一定の交流総織の中で研究す

ること，個人を実践という場の中で兵体的に展開されている活動の様相に熊点に当てて人間心理

を研究するといったことが目指されていた。ここで言う「ドラマj とは，個人の活動で実現され

る社会的諸関係の総体のことを指している(以上，寺内， 1979より〕。この新しい動きはポリツエ

ルの死もあって大きな流れとはならなかったが，ポリツエルの遺志を継承したセ…ブの理論へと

引き継がれている。セーブの理論は日本でも知られているが，人間の本質のや心外在化，つまり

人間の本質は，個々人の内部に宿っているのではなく，個々人の外側に，膨大な社会的遺産とし

て，社会的諸関係の総体として存在しているという。そしてもう一つ，彼は個人をトータルにと

らえる言葉として「人絡jを用いており，この人格はまた社会的諸関係に解消されることなく，

社会との聞に並存して存在するものとして位置づけるのである (S色ve，1978)。そして，寺内(19

79)によれば， Iドラマ心理学Jや「具体性心理学Jの考え方はさらに発達研究であるワロン学派

(ワロン，ザ、ゾ)へと継承されてもいったのである。

2)具体的な「場Jの由護のために

心理学の中でいかにして人間の活動の具体牲を研究の中で回復していけばよいのだろうか。こ

こではその一つの方法として社会的な相互作用の中で人践の活動を捉えていくという視点と，そ
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の可能性を考えてみる。これらの問題を考える時に参考になるのが，デユーイの考えであり，パ

フチンの対話研究である。

デューイを称して「コンテクスト主義者Jや「出来事主義 eventualistJ と言われることがあ

る。それは披があらゆる出来事を状況全体との関係で理解することを強調していることを指して

おり，また一つのまとまりをもっ関係的全体として状配をとらえようとしていたことによる。

デ、ューイにとって状況とは，さまざまな出来事が複雑に絡みあっているが，それらが「結合され

ている複雑な存在Jであり， 1単一の質Jあるいは「浸みわたった内的な結合性」がみられるもの

ということになる(早川， 1994)。あらゆる思考はコンテクストを持った状況の中に存在する f未

分析の全体性Jから発生・開始するというデューイの主張(早JII， 1994)は次にみるパフチンが

う「全体j とオーバーラップ。する点で、ある。

デューイは言う。「人間とその環境とが融合した状態で，ひとつのまとまりのある全体'性として

経験が生起する時，主体一客体は包括的な統一体として経験の中に『ニ重樽詰め (double

barrelled) ~されていると J (平JII， 1994)。

パフチンは言語学者として一貫して，生活の場のやで交わされる生きた言葉工会話を開題にし

てきた。パフチンにとって言葉，いやそもそも人関は社会・内・存在としてとらえ，いわば「言

葉の社会学主義Jとでもいうべきアプローチである(バフチンの言葉では「社会学的詩学J)。だ

が，これは決して社会構造や社会諸変数で言語を一義的に説明してしまうといった「社会決定

論」ではなくきわめて動的な棺互移行，相互作用の過程としてそれらを捉えていた(桑野， 198 

7)。対話=コミュニケーションはそれぞれ社会的背景をもった，個々人が言つての社会的意味を

帯びた場=対話の中で取り交わされている社会的活動であり，まさに倒人が社会的な活動をして

いる具体的な湯なのである。そういう意味でパフチンのいう「全体Jはコシーク (Kosik，1963) 

が言う「兵体的総体性Jそのものであった。

パフチンにとって記号はあくまでも対話のための道具，場の提供でしかない。パフチンにとっ

て最大の関心というのは対話であった。記号によって他者とが出会い，意味を生み出すく場〉で

あったからこそ，記号に関心を向けたのだ。

パフチンは次のように言う。「雷語が生息するのは，言語を用いた対話的交流の場をおいて他

にはない。対話的交流こそ，言語の真の生活圏なのだ。J(パフチン， 1963 1ドフトエスキーの詩

学J)。

バフチンは次のように言っている。「真理が開かれるのは，対等な複数の意識が対話的に交通

し合う過程においてである。しかもそれは部分的にしか開かれない。究極の詞題をめぐるこの対

話は，真理を考え，もとむる人類が存するかぎり，おわり，完結することはありえない。対話の

終罵は，人類の死にひとしかろう。すべての問題が解決されたならば，人類にはもはやそれ以上

生存してゆくための耕激がなくなるであろう oJ (1ドストエフスキーの長編小説の多声性につい

てん桑野， 1987参照〕この言葉と類似のことはどこかで私たちが欝いたことがないだろうか。そ

う，それは，ピアジェの認識論，そして発達の均衡化論においてである。同化と講鯖の果てしの

ない均衡化へと向かう活動。しかし私たちは決して均衡のとれた状態に達することはない。均衡

化された状態というのは活動の停止=死を意味するからである。これが私たちの認識の活動であ

る。

それでは，こういったピアジェとパフチンとではどこが違うのだろうか。もう自明だろうが，

ピアジェの場合は均衡化への活動をあくまでも自己内対話，自己の責任性の範障の中でやってし
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まおう，そういう人間の括動をそデノレしてしまっているということである。そこでは，認識対象

との対話，自己との対話はあっても，生きた生身の人間=それぞれが独自の内的世界を有してい

るどうしの問での対話的交流はない。だから対話が持っているほんの一面しか扱っていない。私

たちはパフチンの震う対話的広がり，本来的な対話の世界の中にこそ人調の認識活動の契機を見

い出すことができるのではないか。

3)二元論 dualism克服のために

心理学ないしは哲学的な伝統においては，知識を「それが内生的 endogenicか外生的

exogenicかJ(Gergen， 1995)という形でこ項対立的にとらえられることが多かった。このような

二項対立的図式をいかに克服していくかということも心理学の課題の一つである。再びデューイ

を取り上げる。

デューイは入院の活動を環境との格互関係の中で捉え，それらを二元論的な発想、でとらえると

いうことを極力避けようとしてきた研究者でもあった。そのことは彼の棺草作用論でよくあらわ

れている。以下，デューイの相互作用について早川(1994)を基にしながらみてみよう。デュー

イは「何らかの形で相互作用しているものが経験であり，経験されるものであるJとして， r有機

体とその環境との根互作用の事柄が経験である」と言う。相互作用というからには，人聞が環境

に働きかけ，しかもその環境が人障に働きかえすという問時的な能動と受動との相互関係が経験

に含まれることになる。この枢互作用という観念のおかげで，主体と客体，人間の行為とその行

為対象とは分割されることなく経験のなかで， rいまだ分析されていない全体性Jとして包含さ

れている。そしてデューイのし寸状況とはまさに偲人とその環境との相互作用によって特徴づけ

られるものであり，そこにひとつの質的統一体が生まれてくる。だから状況は「ひとつの全体j

とも呼ぶべき統一体として存在しているのだ。

相互作用研究は二元論克服のための一つの切り口を提供してくれる。しかし，相互作用だけを

純粋に取り出し，相互作用だけで論議を完結してしまうと，これまた傍人と社会一文化のダイナ

ミズム合欠落させた単なる相互作用主義に捕ってしまL、かねない。相互作用の過程そのものも社

会…文化的な枠怒みとの間で相互作用しているのだと L、う視点で捉えなければならない。あるい

は相互作用で展廃されている行動を社会一文化的意味を帯びたものとして解釈する姿勢が必要な

のである。ちょうど， E. ゴッフマンが人間の行動を単に行動としてだけ見るのではなく，ゴ γ

フマン流の視点，あくまでも社会的な行動としてながめ，解釈したように。

最近，心理学の中でも設gされている二つの研究を取り上げてみよう。一つは心理学者の研究

であり，もう一つはエスノメソドロジストである社会学者の Mehanの研究である。

エンゲストロム (Engestrom，1993)はフィンランド・ヘルシンキ近郊のエスポー市の医療セン

ターをフィールドにして，医療制度やその歴史，医療センターでとられている具体的な医療シス

テムといったものが，実際の診察場面における医者と患者の振る舞いかたにどのような部約を与

えていっているのか，また地域重療に力点を移していくという霞療システム全体の変化が実際の

医療行為，医者一患者欝係，医者，患者の意識にどのような変化をもたらしたか(あるいは変化

をもたらさなかったか〉という問題を診察の現場に入って詳細なデ…タを収集し，分析する中か

ら明らかにしている。そこでは，現実の個々人の意識・行動を社会的制度というシステムの中に

投げ入れ，調者を一種の緊接関係をもった過程としてとらえていこう，そのための概念装竃の洗

練化の試みに心理学者も手をつけ始めていることを見て取ることができるのである。
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ミーハン (Mehan，1993)は，カリフォルニアチ1'1の学校をフィールドにして合衆国連邦法である

全障害児教育法 (PL94-142)が成立・施行されることによって障害克教育の実践がどのように変

わっていったか，特に学習障害児の概念の暴走ともいうべき乱用がみられたが，その背景には実

践現場の教部がこのf倒産の中にいかに取り込まれ，この制度を支える機能として振る舞ってし

まっているという事実を長期観察から見事に明らかにしている。学習障害克なる概念を過剰に拡

大して，疑わしきものは全て学習捧害克の概念の中に投げ込んでしまうということをしてしまっ

たのは制度や法律もさることながら，その制度を下で支えている現場の教師の振る舞いでもあっ

たのだ。

この二つの研究はし、ずれも突に根気のいるフィールドの中での克明な会話記録の積み重ねを

行っている。そして，同時に単なる会話分析，相互作用分析に終わることなく，それらを社会的

制度というシステムの中に投げ入れ，両者を一種の緊張関係を持った過程として捉えようとして

いるのである。

私たちは，伝統的な心理学の枠組みを超えて，現実の個々人の意識・行動を社会や文化という

システムの中でとらえていこうという試みに手をつけ始めている。その時，両者の簡をつなぐさ

まざまな媒介項(制度や階潜，社会意識など〉が必要だし，さらに社会そのものも偲人と同じく

変動している，そういうものの陪の関係としてとらえなければならないだろう。個人も絶えず変

化するが，社会・文化も絶えず変動し続けているものとしてとらえなければならなし、からである。

ここに，ウ、、ィゴツキーの歴史一文化理論を越えるための方向と課題があると考える。

この1995年はパフチン生誕100年，そして1996年はヴィゴツキーとピアジェの共に生誕100年の

年である。

註

1) rごんぎつねJC新美南安箸，教育出版4年下，あらすじ)

fごんぎつねJとは，村のいたづらぎつねのことである。ごんはいつも村に出てきていたづらばかりして

いた。ある日，どんは，村人の兵十が川でうなぎを採っている特にいたづらをして盗んでしまう。数日

たって，兵十の「おっかあjの葬式があり，兵十が病気の「おっかあjのためにうなぎを採っていたこと

を知る。どんは「ちょっ，あんないたづらをしなけりゃよかったJと深く反省をする。また，ごんは兵十

が赤い弁戸の所で変をといでいる姿をみて， rおれと河じひとりほ、っちの兵十かJと思う。それからごん

はくりやまったけをこっそりと兵十のうちへ届け続ける。しかし，そんなどんの行為も兵十や村人の加

助によって「神様のしわざJとされているのを知り， r. .おれは，ひきあわないなJとどんはつぶや

しそれでも明くる日もくりをもっていく o ごんはうらロからこっそりゃへ入るのだが，それを兵十に

自撃され，火縄銃で打たれてしまう。かけよっていった兵十は，士総にくりがかためてあるのを見て，は

じめて真相に気づく。

2)全体としてのく芸術的なもの〉は，物の中にあるのではなく，孤立させて取り出した作家の心理の内に

あるのでもなく，また観照者の心理の内にあるのでもない。〈芸術的なもの〉は，これら三つの要因をす

べて含んでいるのである。それは，芸術作品の中に間定された創造者と観照者の相玄関係の独特な形式

である CP.222-223)。

美学にとって開き手の独自の役鋭を無祝することほど有害なことはない。次のような考え方が広く流

布している。すなわち，技術を除けば，潤き手を作者と同じようにみなすべきであり，精遜した開き手の

立場は，作者の立場の単なる再現であるというのである。しかし実際にはそうではない。むしろ逆の規
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定をすることさえできょう。聞き手は決して作者と等しくはないのである。開き手には，芸術的創造の

出来事において，代援し得ない自分の佼震がある。彼はそこにおいて独自な，しかも作者との関係と主

人公(作品中の〕との関係とL、う雨面的な立場をとらなければならないJCP. 254)。
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