
れないということである。カンファレンスは，わたしたちがフィールドワークを

行った救急病院という組織に埋め込まれ，諸活動と密接に関係づけられているの

である。つまり，カンファレンスは，上級医が分業体制において行われている治

療活動を，定式化されたひとまとまりの情報を通じて「質の管理」「ベッドの管

理」という観点からモニタリングし，必要に応じてそれらをチームが達成するこ

とを促すものである。質・ベッドの管理は共に，病院においては欠かすことので

きない要件である。また同時に，経験の浅い医師に報告を任せ，上級医が質問を

したり解説を入れたりすることによってトレーニングをすることも，とくに大学

病院という場では重要な活動である。このように，すでに提示した，カンファレ

ンスの場面におけるドキュメンタリー・メソッドは，対象となっている病院とい

う組織に特有のものではあるが，上述のような，医療実践における基本的な要件

がカンファレンスの一部として関わっていることを見るとき，実はほかの病院組

織における実践と関係づけて考察することも可能であることがわかるだろう｡

こうしたカンファレンスの場面におけるドキュメンタリー・メソッドについて

は，実際のカンファレンスにおけるビデオ録画などに基づくトランスクリプトを，

ここに記述したものに対する例示として提示することもできる（IkeyaetaL［for・

thcoming])。しかし紙幅の都合もあり，ここでは示すことができなかった。以下

では，前節で提示した記述を行ううえで関わってくる，いくつかの方法論的な問

題を整理することにしたい。

まず、この記述をする際に．何をもって（社会学の）研究の対象とすべきか，

すなわち何を医療活動の「社会的側面」として焦点を当てるべきかを事前に決定

していないという点である。たとえば，カンファレンスにおける上級医と経験の

浅い医師問において働く桶力作用という現象を分析対象とすることを決定したう

えで，そのために知識の非対称性に熊点を当てるという手続きを踏んではいない。

この点は２つの重要な意義をもっている。１つは，分析対象をあらかじめ決定し

ないということは，理論的前提を作らない，もしくは持ち込まないで実践を理解

する可能性が開かれるということになるという点である。もう１つは，これに関

連して，実践がいかに組織化されるのかを理解することに分析者が専念できる可

能性が開かれるという点である。実際のところ，すでに掲げた記述でわたしたち

がめざしたのは，毎朝のカンファレンスというものが，研究対象とした病院の中

でいかなる仕組みとして組織化され，また実際に医師らはモニタリングやトレー
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ニングといったなすべき課題をどのようにカンファレンスの場において途成して

いくかという点である。

しかしながら，こうした記述は，理論的な前提を踏まえない，ということだけ

では実現できないことを強調する必要があるだろう。第３章２節「ワークの研

究」の「方法の固有性」の箇所で述べたように，ある実践がいかに組織化される

のかを理解するには，人々がどのような知識のストックを用いて活動をするのか

を理解することが必要である。それはすなわち，その場面に固有の，実践者が用

いる方法を理解することが必要とされるということである。そのためには実践の

場面に身をおくフィールドワークが有効な方法として考えられる（第４軍参照)。

しかしここでわたしたちは1つの難しい問題にぶつかることになる。医療実践

の何を研究対象とすべきか，つまり何を社会的側面として研究すべきかを決定し

ないことで，医療的な側面（もしくは医学的な側面）をも社会学者が対象とする可

能性が開かれることになったことはすでに述べた。しかし他方で，そのことは，

社会学者がどこまで医学を理解することができるのか，という挑戦をつきつけら

れることでもある。これに対する単純な答えはおそらくない（節３砿参照)。それ

でも言えることは，医療実践の社会的組織化を理解するということは，いわゆる

医学的側面と，いわゆる社会的側面が互いに織り成す現象であり，その両者が織

り成している様子を記述することであるという点である。たとえばカンファレン

スにおいて上級医が処理しなければならない抑題の’つであるベッドの管理は，

｢ベッドの確保」という社会的要請と「慰者の病態の見通し」というきわめて医

学的な事項が絡み合った判断にほかならない。

そしてこれは，きわめて重要な点であろう。というのも，医療に限らず，いか

に高度に専門的な内容であっても，その従事者が互いに理解可能な形で組織化さ

れることを通じてはじめて科学的な成果として認められたり，有効な治療方法と

して見なされたりするという事実があるからである。医療の実践においてもまた，

もっとも医学的とされる検査データの解釈や，それに基づいた診断，治療方法の

決定も，たとえチームリーダがそれらを１人で決めたとしても，それはたとえば

チームにおけるミーティングやカンファレンスの場面などで，他の人たちも，そ

のような判断や診断が適切であると理解できるような形でなされなければならな

い。またそれはあらためてカンファレンスの場面で上級医からのチェックを受け，

妥当とされるかもしれないし，別の可能性を探るよう促されるかもしれない。こ
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のように，医療の実践におけるさまざまな社会的側面を理解の対象としうる点で，

フィールドワークに基づいたエスノメソドロジーの研究は，わたしたちにいまま

でになく医療の実践そのものに近づき，それを内側から理解する機会を与えてく

れる可能性をもっているということができよう。
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認知科学・情報科学とエスノメソドロジー

水川喜文

錫抑帯電諾やインターネットなど人と人のつながりに関わる悩報技術（lT）が使わ

れ始めて久しい。このことは．１つの道具が社会生活に入ってくるという意味以上に，

人と人のコミュニケーションや人間の認知についての考え方に変化を与えたといわ

れる。また．日常生活や労働頂境における道具使用や遠隔地における共同作業にも

大きな変革が起きたとされる。このような悩報技術の発連と社会生活の変化につい

ては梢報社会論としてさまざまに錨論されてきた。しかし．悩報社会論の多くは社

会歴史的な記述研究であれ社会澗迩を利用した統計的分析であれ．１W報機器が実際

に使用される現場の実践をその具体的詳細から分析するものではなかった。エスノ

メソドロジーと会話分析は，このような人間の認知や相互行為が実際に生み出され

る実践に対して分析を行う手法を与えるものであり，新たな視点を提供するものと

なった。

１エスノメソドロジー研究との接点

エスノメソドロジーと会話分析は，その当初から認知科学・悩報科学の領域と

接点をもっていたといってよい。ガーフィンケルのインデックス性（状況依存性）

とリフレクシビティに関する議論は，広い意味での状況に埋め込まれた知識や認

知に関する研究ともいえるし，サックスやシェグロフの研究は電話の会話という

テクノロジーに媒介された相互行為の研究ともいえる（第２章参照)。

しかし，これらの成果をもとにして，認知科学や傭報科学を対敦とした具体的

な研究を進めていったものは，サッチマンによる状況的行為論やクルターの論理

文法分析（による認知科学批判，第３章参照）であったといえるだろう。ここでは
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認知科学や慨報科学にとってのエスノメソドロジー的なアプローチの意義を，悩

報科学や憎報技術の進展に伴って生まれた新しい労働環境に対するフィールドワ

ークやビデオ分析を使った調査研究を中心に見ていく。

本章ではその中でもとくに，サッチマンによる状況的行為という視点を用いた

テクノロジー研究の意義を紹介する。これは，日常生活や労働環境に憎報技術が

導入されることで生み出された新たなワークプレイス（仕耶堀）やコンピュータ

支援の協同作業（CSCW:Compulcr､SupportcdCoopcrativeWork）に対して，エ

スノメソドロジーや会話分析による方向性を提起した研究である。その結果，グ

ッドウィンやヘリテイジなどのカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA)，ヒ

ース，ラフらのケンブリッジ大学，シャロック，ヒューズなどのマンチェスター

大学・ランカスター大学などで，さまざまな大学・研究機関における研究が行わ

れるようになった。

そのため，その原点となるサッチマンの『プランと状況的行為」（Suchman

[1987＝1999]）を取り上げ，その提起した問題と後の展開を扱う。まず，プラン

(叶画）が頭の中にあるものではなく状況に埋め込まれているのだというサッチ

マンの議論を概説した後，ＣＳＣＷなど近年生まれてきたワークプレイス（仕事甥

面）研究の課題とエスノメソドロジー・会話分析の貢献について述べる。

２プランと状況的行為

◇アリーナの腿生

1979年，サッチマンはエスノメソドロジーと相互行為分析を専門とする人類

学者としてゼロックス・パロアルト研究所（PARCと略される。「マウス」や「マル

チウインドウ」など現在のコンピュータの原型を発明したことで知られる）で研究を始

めた。そこで彼女はコピー機などの人工物が人間によってどのように使われるか，

言い換えれば，機械と人間がどんなインタラクションをするかについてフィール

ドワークを行い，ビデオテープに録画して分析を行った。

サッチマンによるプロジェクトの重要性の１つは，専門領域の異なる研究者の

アリーナ（闘技Mルー肘蝦場）を生み出したことにあるだろう。つまり．サッチマン

の研究をきっかけに，コンピュータ科学を中心とした工学者や認知科学・認知心

理学者が中心だったテクノロジー開発に関する研究に，人類学者，社会学者など
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エスノグラフィーやフィールドワークを手法とする研究者が入るようになったの

である。

このことによって，認知を情報処理過程と考えて機械を設計（デザイン）する

という認知科学的発想から，実際に機械が人によって使用される場面から研究す

る発想へと焦点がシフトしていった。このことは，人間を中心とした設計（hu．

m遡n.ccnlereddesign）という方向性や，ヒューマン・インターフェイスの亜視と

いった製品の評価の部分での発想の転換にも影響を与えた。

◇傭報概念の「再特定化」

サッチマンは，工学分野へのフィールドワークという調査方法の導入と，摘報

機器（製品）の実際の使用場面を観察するという発想の転換を提起した。これに

より，それまでの認知科学が前提としたさまざまな概念をその使用場面から再考

察し，再定義する「再特定化（resPecification)」（ガーフィンケルの用語）を行った

のである。

たとえば，著香のタイトルになっている「プラン」についてのフィールドワー

クによる観察もそうである。従来の認知科学や悩報科学では，プランというもの

は「行為の前提条件」であり「あらかじめ想定された目的を達成するためにデザ

インされた行為の系列」（ibid・邦訳27頁-28頁）とされる。つまり，プランは行

為の生成メカニズムとしてあり，プランによって行為は生み出されるとされる。

しかし，実際に起こっている相互行為を見てみるとどうだろうか。たとえプラン

があらかじめ設定され，それを実行しようとしても厳密な意味でそのプランどお

りに相互行為がなされることはない。むしろ，相互行為はさまざまなその場の実

践によってその場その場で実践されていくことがわかる。その中でプランは，行

為を予測し，反省的に推論をする際のリソースとして状況に埋め込まれる。

このようにサッチマンは情報科学の成果（製品）を使う際の相互行為に注目す

ることによって，人と機械と言語使用（言葉）の関係を明らかにしようとしたと

いえる。これは，人間・機械コミュニケーションや人間・コンピュータ相互行為

(IIumanComputerIntcraction:HCI）の研究などとして展開されていくことにな

る。
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３コンピュータ支援による協同作業

◇情報科学における視点のシフト

このようなサッチマンのプロジェクトと呼応するように，人と機械の１対１の

関係ではなく，人と人の協同作業を支援するためのコンピュータ・システムの開

発が行われ，それを対象としたエスノメソドロジー・会話分析的な研究がなされ

ることとなった。これは，ＣＳＣＷ（Computer･SupportedCooperativeWork）とい

う研究領域であり，文字どおりコンピュータ支援による協同作業の研究とそのシ

ステムの開発をするものである。

ＣＳＣＷあるいはグループウェアへ注目が典まった背景には，惰報科学におい

て単体で物事を処理する人工知能研究から，人間の協同作業をサポートするシス

テムの設計へと焦点が移ってきたことがある。これは，１つには1980年代にお

ける人工知能研究の行き詰まりがある。いわゆる認知革命以降，フレーム問題や

文脈依存性の問題などにより認知悩報処理モデルが大きな壁に突き当たった。そ

のため，認知が１つの脳（つまり，プログラムの内部）で行われる情報処理プロセ

スであるという考え方は単純に受け入れられなくなってきた。もう１つには情報

技術の発述によるテレビ電話など通信ネットワークを使った分散．同期型（遠

隔・同時型）のメディア・スペースが生み出されたことによる。このとき，ゼロ

ックス社パロアルト研究所などでは遠隔地の協同作業を支援するさまざまなシス

テムが生み出されることになる（たとえば．ウィノグラードが試作した「ザ．コーデ

ィネータ」という意思決定支援システムである。詳しくは，山崎編［1995］の葛岡・水

川・三樹姶文参照)。

◇フィールドワークの革新

ここで問題となることは，工学者は新しいシステムを作り出すことはできるが，

そのシステムがどのように使われているか分析する手法をもたないことだった。

既存の掘知心理学では，新しいシステムの使用感などについて統計的処理をする

ことはできても，実際にシステムを使用している場面の分析は難しい。古典的な

社会学のエスノグラフィ－では，近代的個人が「役訓取得」し「組織文化」とい

った社会学的メタファーによって状況を説明・記述することはできる。しかし，
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CSCWで重要なのは，むしろ具体的な相互行為に沿った「リアルタイム」の記

述と分析である。エスノメソドロジーや会話分析が注目されたのは，システムの

実際の使用場面を，具体的な活動の組合せ（組織化）として分析できるからであ

る。

このような，「リアルタイム」の記述による相互行為の分析が可能となれば，

その成果はシステム投計にフィードバックされることによってふたたび新しいシ

ステムが生み出されることになる。サッチマンらが志向したのはこのようなエス

ノメソドロジーとフィールドワークの結合である。現在では，このような一連の

調査研究法は，シカゴ学派のエスノグラフィ－と対比する意味で，エスノメソド

ロジーを志向したエスノグラフィ－と呼ばれている。

この調査研究法の基本的な方向性を鵡備したのは，Ｃ､グッドウィンの『会話

の組織化一話し手と聞き手の相互行為』（Goodwin,Ｃ・［1981]）である。ここで

はサックスらの会話分析を応用することによって，会話と身体動作，とくに視線

と身体の向きが相互行為の中でいかに組み合わされているかということが明らか

にされた。その後，グッドウィンは，サッチマンらとの共同研究を経て「専門家

の視線」（Goodwin.Ｃ､［1994]）で考古学調査の研究や「科学調査船」での科学者

や乗組員のディスプレイや声を使った協同作業（Goodwin,Ｃ､［1995]）などエスノ

グラフィ－的分析を行った。これにより会話や認知実践が特定の道具と組み合わ

されることによってその場の実践をいかに組織しているかということを明らかに

した。

これらのＣＳＣＷ研究は，近年もう少し広い意味でのワークプレイス研究とし

て展開している（Luffelal,eds.［2000])。たとえば，ロンドン大学のヒースらに

よる，医療場面における道具使用と相互行為の組織化の研究（IIcath［1986］な

ど)，ロンドン地下鉄の管制室研究，シャロックらのマンチェスター・エスノグ

ラフィ一・グループによるソフトウェア・デザインの産出手続きの研究（Shar，

rock［1995])，ランカスター大学のヒューズらによる航空管制センターの道具使

用と相互行為の研究（Harpe｢＆Hughes［1993]）などである。

４エスノメソドロジーによるテクノロジー研究の意義

これまで見てきたとおり，認知科学・悩報科学においてエスノメソドロジーに
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よる調査アプローチは２つの意味で貢献をしてきた。１つは，フィールドワーク

による調査を基本にしたテクノロジーの実践場面の研究である。もう１つは，会

話分析の成果をビデオデータに応用することでテクノロジー使用場面の身体と言

語の組織化を詳細に分析するという方向性である。この２つは重なり合うことに

よってデザイナーやユーザーよる具体的な実践を明らかにしていくのである。

エスノメソドロジーや会話分析は．一見してヴィゴツキーによる活動理論やギ

ブソン派のエコロジカルなアプローチとの親近性も見てとれるだろう。これらの

近接する猪理鎗とエスノメソドロジー・会話分析は共に現代のフィールドを意識

した調査研究の一定の潮流を示している。同時に，第３章で述べたエスノメソド

ロジー的な論理文法分析などを使って，これらの猪理論を批判的に考察すること

もできる（西阪［2001］参照)。

今後，悩報技術の発展によって研究対象となる労働環境におけるワークプレイ

スの変貌，日常生活における協同作業の変化にも対応する必要があるだろう。そ

のような対象の変化があったとしても実践的活動の分析という意味でエスノメソ

ドロジー・会話分析は有効であると考えられる。

皿ブックガイド

以下で紹介する文献は，本章を読み．「認知科学．悩報科学」におけるエスノメソ

ドロジー研究／会話分析という手法による研究の到埋点について，さらに知識を深

めていくためのものである。

本単で紹介したルーシー・サッチマン［1999］「プランと状況的行為」佐伯昨監iIR・

上野磁樹・水川啓文．鈴木栄幸訳．産業例神は，状況的行為をキーワードにした研

究香である。本書によって，認知は頭の巾から社会的状況へと解き放たれたといっ

てよいだろう｡そのことにより工学者．人餓学者，社会学者，心理学者などが梨ま

る’つのアリーナが形成された。本桝が出版されたのは1987年だが，訳替刊行にあ

たり９８年に公刊されたエージェント性（行為者性）とアクター．ネットワーク縮に

関連した蛸考を収録している。

西阪仰［2001］ｒ心と行為一エスノメソドロジーの視点』岩波書店の目的の，っ

は，「ウィトゲンシュダイン派エスノメソドロジーとはどのような立場なのかを明ら

かにする」ことである。そのlI1で，視覚．想起，把識など個人に内在するといわれ

てきた現敗を相互行為の中からあぶり出している。そして‘ウィトゲンシュダイン

の概念分析とエスノメソドロジー・会話分析の相而行為分析を著者独自の形でブレ

ンドすることによって，社会現象への新たなアプローチを生み出しているのが本宙

テーマセッション３蝿知科学・悩報科学とエスノメソドロジー２．９
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である。

関迎桝に．上野r[樹・IFii阪仰［2000］『インタラクシ皿ン－人｣:知能と心』大惟

節排店がある。これは，従来．心理学では心の存在を111提として「どのように『心』

を相互行為の中からとらえ直すか」というテーマに沿って対談形式で述べてある専

門領域への梱待である。上野泣樹縞［2001］「状況のインターフニース』金子諜扉で

は，「冷蔵愈IiI〔の物流｣，Ｆトヨタ生産方式｣，「オリエンテーリングと自然の中のナビ

ゲーシ副ン」など状況的実践に閲するさまざまなフィールドワークが収められてい

る。また，給皿文法分析をはじめて主要な擬論として峡州したジェブ・クルター

[1998］『心の社会的柵成』西阪仰訳，新暇祉も忘れてはならない。
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第Ⅱ章

学校・教育工学・ＣＳＣＬ

－コンピュータを通した協同の学び

加藤浩・鈴木栄幸

諺昨今，救育システム研究にエスノメソドロジーというキーワードが引用されている

のを散見する。エスノメソドロジーの教育システム研究への関わりはどのようなも

のだろうか。この章では，教育システム研究がエスノメゾドロジーと出会うことで

何が生み出されたのか．また,何を生み出す可能性があるのかについて擬脱する。

ｌはじめに

エスノメソドロジーが教育システム研究に与えた主な影響は以下の３点である。

（１）状況的学wpl1i愉近年，ＣSCL（ComPuterSu”ortforCollaboralivc

Lcaming）と呼ばれる教育システム研究が注目されている。ＣSCLと聞くと，従

来から学校で行われているグループ活動をコンピュータを使って支援することを

想像するかもしれない。実際に，そのような研究をCSCＬ研究と呼ぶこともあ

る。しかし，本来，ＣSCLとは，伝統的な個人主義的な学習観を乗り越え，学習

の協同性という考え方に立って学習瑚境を再デザインしていこうとするラディカ

ルな試みである。このようなCSCＬ研究の理論的基盤の1つが状況的学習論（本

章３節参照）であるが，この，学習論の成立に，エスノメソドロジーの指標性，

相互反映性（テーマセッション２参照）という考え方が大きな影響を与えている。

（２）学習の状況内評価従来．教育システムを利用した学習の効果はテスト

や教師による態度評定，時として学習者の感想等を用いて評価されてきた。しか

し，このような評価では学習者のリアリティに接近しえないという一般的な不満

があった。また，状況的学習論においては，「学習」という出来事の協同的な柵
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成過程を学習の場に携わる当事者の視点から（状況内から）記述するような評価

手法が必然的に求められた。このような背景の中，エスノメソドロジーの相互行

為分析（トランスクリブトの作成方法〔第６章参照〕から，成員カテゴリー化装凹といっ

た概念〔第２章参照〕も含む）が教育システム研究に取り入れられている。

（３）協同作業インタフェースのデザインCSCＬシステムの実現には，複数

の作業者が互いの意図や作業状況を把握しながら作業のコントロールを協同的に

行うことを可能とするような協同作業インタフェースのデザインが必要である。

このようなインタフェースの投計にあたっては，人々が協同作業をどのような方

法で達成しているのか，そこでどのような情報がリソースとして利用されている

のかを明らかにし，設計や評価に生かしていく必要がある。エスノメソドロジー

は，このようなデザイン作業のための分析視点を提供している（本荒４節参照)。

以下の節では，学習観の歴史的変遷とそれに随伴する教育システムのあり方の

変化について概観したのち，これら伝統的学習観が共有する前提（知識や学習の

個人性）を覆す新たな学習論である状況的学習論について解説する。あわせて，

エスノメソドロジーと何らかの関連をもつ教育システム研究の実例を示す。

２従来の学習観と学習支援システム

教育者の学習に対する考え方（学習棚）は，自覚的であれ無自覚であれ，その

教育方法に大きく影響する。ここでは，教育工学の中心的テーマの１つであるコ

ンピュータを利用した教育システム（ComputcrAidedInstruction:CAI）を取り

上げ，さまざまな学習観が，それぞれどのようなCAI教材として具現化されて

きたかを見ていこう。

◇行動主義的学習観一ドリル型ＣＡＩ

1912年にワトソンが「行動主義者から見た心理学」という講演を行い，その

翌年，のちに行動主義宣言と称されるようになった論文（Watson［1913]）を発

表したのが行動主義心理学の始まりとされている。行動主義の特徴は，物理学の

ようなハード・サイエンスを規範とした客観主義と機能主義である。その立場は

次のようなものである。

①「心」でなく，客観的に観察可能な「行動」を研究対象にした。
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②それまでの心理学で中心的役割を果たしていた内観（自己眼察）を排斥し，

意識・意志などの内的なものを行動の説明原理とすることを否定した。

③（統制された）実験によって客観的・直接的に観察可能な刺激（stimulus）

と。それに対する反応（responsc）との連合で行動を説明できるとした（こ

こから別名Ｓ,Ｒ哩論とも呼ばれる)。

その後，極端な行動主漉では矛盾が生じ，刺激Ｓと反応Ｒの間に生体Ｏの内

部条件を仮定する新行動主義（ＳＯＲ理論）へと修正が加えられたが，客観主

義・機能主義的性格は受け継がれた。

行動主義の立場から教育工学に多大な影響を与えたのはスキナーである。スキ

ナーは学習を自発的行動の持続的変容と定義し，学習させたい行動が発現したの

ちに，適切なタイミングで適切な報酬（強化）や罰（負の強化）を与えることでど

のような行動も形成できると考えた。そのような原理に基づいて開発したティー

チング．マシンやプログラム学習（Skinner［1968]）は，初期のCAI教材のモデ

ルとなった。

プログラム学習の原理は次のようなものである。

①スモール・ステップの原理学習内容を細分化し，各段階の進度を小さ

くすることで，無理なく行動を形成する。

②積極的反応の原理各段階で学習者の積極的・自発的反応が喚起される

ようにする。

③即時フィードバックの原理１つのステップが終わると，即座にその結

果・評価が学習者に返される。

④自己ペースの原理各学習者の個別の進度で学習が進められる。

⑤学習者検証の原理教材は実際の学習者の反応をもとに修正・改良され
る。

このような教育の原理はとくにCAIのドリル形式の学習様式に向いている。

すなわち，コンピュータから問題が提示されて，それに学習者が解答すると，コ

ンピュータはただちにその正誤と診断情報を学習者に返し，解答結果が良ければ

難易度を上げ，悪ければ下げるなど，次に学習すべき内容を動的に決定していく

ような形式の敬材である。その典型としてスーピーズのストランド算数ドリル

(Solomon［1986＝1988]）がある。
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◇表象主蕊的学習観一チュートリアル型CAI～知的ＣＡＩ

いったんは非科学的であるとして心（意識・意図）を排除した心理学であった

が，やがて行動主義では説明のつけにくい実験事実が出始めた。そこで'950年

代から台頭してきたのが，表象主義的心理学である。表象主義では，人間を，心

的表象の柵造を内的にもち，その操作によって知的活動を行っている一種の傭報

処理システムととらえる。これはコンピュータとの類推で考えると理解しやすい。

すなわち，人間の脳や神経器官がハードウェアに，心的表象がプログラムやデー

タに，知的活動が計算に対応するのである（ここから計算主義とも呼ばれる)。

コンピュータは認知のモデルとしてだけではなく，研究方法論においても重要

な役割を果たした。認知科学という分野では，人間の心的過程を数理的なモデル

にして，それをコンピュータでシミュレーションし，その結果を人間の行動と比

較検討することでモデルを検証するという方法論が主流となった。

表象主義では学習とは知識＝心的表象の量を増やし，その櫛造をより精微にす

ることと考えられる。そして，知識は論理的に等価なデータ柵造として表現可能

であると見なされており，知識表現とその論理的操作である推輪の研究が盛んに

行われた。ここからもわかるように，表象主義の根底には，個人に依存しない真

なる知識というものが存在し，理性によってそれに限りなく接近できるという考

えがある。

学習が知識の蓄積であるとするならば，教育とは完盤な知識を学習者に注入す

ることである。それを効率よく行うためには，完壁な知識をもち，個々の学習者

の特性に応じた指導をしてくれる教師の存在が必要である。知識が計算機で表現

可能であるならば，可能なかぎり完壁な知識を計算機に搭戦することで，安価に

個別学習が実現する。それをめざしたのが，チュートリアル型CAIであり，の

ちの知的ＣＡＩである。前者は，

①学習者への知識の提示

②知識定着の確認のための問題出題

③その正誤判定に基づいて次に何を行うかを決めるロジック

を学習単位（フレーム）とし，そのフレームを連結していくことで学習コースを

形成する。このようなタイプのCAI教材はDirectorに代表されるマルチメディ

ア・オーサリング・システムを利用すれば，比較的容易に見栄えのするものが作

れる。近年，インターネットを用いて教育を行うｅ,Learningの発展に伴って，
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再度隆盛の兆しをみせている。知的ＣＡＩはチュートリアル型をより高度化した

もので，学習内容知識と独立した教授方略知識をもち，さらに，学習者の反応か

ら構築した学習者モデルを参照しながら学習過程を制御する。しかし，現実には

領域をきわめて限定しなくては教材を作ることができず，実用には至っていない。

◇柵成主義的学習観一マイクロワールド型ＣＡＩ

表象主義的学習観において学習者は与えられる知識を受容するもの，いわば何

かを書き込まれるべき「白紙」と見なされていた。この点において樹成主義的学

習観はその対極に位圃づく。つまり．学習者は自らの理解の枠組・理論で積極的

に世界を探索し，それによって自らその理論に改良を加えていく柵極的な知識柵

築主体，すなわち「小さな科学者」と見なされるのである。

櫛成主義の源流はビアジェの発生的認識論である（これはのちの社会的栂成主裟

とは別物と考えたほうがよい。そのため個人的栂成主義と呼ぶこともある)。それによる

と，人間はそれぞれ認識の枠組（シェマ）をもっており，それを媒介に外界と相

互作用することで認識を行い，さらに，そのシェマをより榊綴で利用範囲の広い

ものに自ら組み替えていくことで知的発逮をする。そして，その発連は，時期に

多少の個人差はあるものの，一定の段階を経る（発達段階説)。

したがって，教育がなすべきことは，何かを教え込むことではない。かえって

それは，学習を妨げることさえある。ピアジェは次のように述べている。「子ど

もにその子どもが自分ひとりで発見できるはずだったことを早まって教えるたび

に，子どもはそれを作り出すこと，そしてその結果，それを完全に理解すること

から遠ざけられる」（Piaget［1983],pll3)。学習の主体はあくまで学習者なので

あり，教育のなすべきことは，学習者が自らのシェマを再構築するのを促すよう

な教育的な学習環境を整えることである。

この思想を教育システム研究の分野で具体的に展開し，普及させたのはパパー

トの功績である。パパートはＬｏｇｏ（Paperｌ［1980＝1982]）というコンピュータ・

プログラミング環境を開発した。Ｌｏｇｏは子どもにも理解しやすい文法と，自分

自身が床の上を移動するのに相当する直感的な方扶で画面上に描画できるタート

ル・グラフィクスを備えており，総理的．幾何学的マイクロワールドを学習者に

提供した。マイクロワールドはチュートリアル型CAIとは異なり，その前に座

っただけでは何も教えてはくれない。自らマイクロワールドに働きかけることで，
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その環境独自の規則に従った反応を得て，その相互作用によって学習者は自らの

理解を柵築していくのである。

３エスノメソドロジーと社会文化的学習論

◇知職と学習の関係輪

前節でさまざまな学習観を見てきたが，それらに共通していえることは，学習

を個人の内的な変化としてとらえていることである。たとえば，行動主義におい

ては，学習は個人の行動の変化とされているし，表象主義／櫛成主義では，個

人の頭の中にあると仮定されている心的表象（知識)/シェマが糊撒化することで

学習が成立するとしている。

これに対して，近年の社会文化的学習論では，学習が本質的に社会的であるこ

とを主張する。これには，少なくとも２つのレベルでの社会性が含まれている。

１つは，「学習」という事態が成立する根本に関わる部分での社会性である。

もしも，わたしたちが異なる時空間での２つの行動を「同じ」と認識できないと

したら，わたしたちは何ら行動の変化について語ることができない。なぜなら，

同一と見なされるべき行動を比較することではじめて変化について語れるからで

ある。しかし，人はこの現実世界の中でまったく同一の行動を行うことは，厳密

にいえば，二度とない。それなのに，わたしたちは現実に行動の変化について語

っている。これはわたしたちが世界を一定のやり方で分節して，斉一性(uniform・

ity）を認識しているからである。この分節のあり方は主として言語によって担

われるという意味でその起源は社会文化的である。

さらにいえば，わたしたちはすべての行動の変化を学習と見なすわけではない。

何を「学習」と見なすかは文化的に決まっており，それぞれのコミュニティによ

って違いがある。「学習」という事態が成立するためには，そのコミュニティの

流儀に従って，ある一定の状況である種の行動を社会的に表示することが必要で

ある。たとえば，近代の学校文化においては，さまざまなテストが学習の可視化

のために用いられている。

もう１つは，学習の過程における他者との相互作用の必要性である。ヴィゴツ

キーは人の高次な精神機能は社会生活にその起源があり，その発達過程において

社会的な活動が個人の能力につねに先行すると述べている。すなわち「人が自主
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的に解決できる間皿によって決まる発迩水恥と，他者との共同の中で範例や教示

などを与えられながらならば解決できる問題によって決まる発述水単とのあいだ

の相違」（Vygo嘘ｋｙ［1986＝2001]，邦訳297-304頁）を発逮の股近接領域（ZpD：

ZoneofPmximalDcvclopmcnl）と定義し，ＺＰＤ中にある問題が，しだいに独力

で解決できるようになり．同時に，別の課題が新たにｚＰＤに入ってくることで

学習が進むと考えたのである。

Ｃ･グッドウィンは脳卒中によって失語症になったChilという慰者の日常生活

を観察して，ほとんど言葉をしゃべれなくてもジェスチャーを用いて，本来の彼

の言語能力以上のコミュニケーション能力を発揮している場面を分析し，こう述

べている。「Chilの個人としての能力は破滅的に低下しているが，彼が埋め込ま

れている社会システム〔択注：彼と生活を共にする饗や脅猫肺が含まれる〕はこの危

機に適応し，相互行為の組織化の枠組を創造的に再編成することで進化した。そ

の結果，彼らの生活を柵成している協調的行為において，生存可能でまさに中心

的なアクターであり続けることができる。（中略）〔訳注：Chilが泌の記憶を想起さ

せて，晋起きた出来ﾘについて語ったことを例に出して〕もし，Chilが彼の家族から

引き離されて単なる一・個人として扱われてしまったら，適切な他者のリソースを

用いて行為する能力ばかりではなく，彼の記憶の大半もまた失われてしまっただ

ろう（Goodwin,Ｃ､［2003],I).１０７)｣。すなわち，Ｃｈｉ１のコミュニケーション能力は

彼の社会システムという領域固有・関係固有な状況においてローカルに達成され

るのであって，彼自身がもつ（一般性のある）能力と見なすことはできない。彼

の能力は,彼個人の属性ではなく,彼と彼の近親者との関係として存在している

のである。

◇ローカルな社会的柵築物としての学習

社会文化的アプローチをとる状況論的学習論では，エスノメソドロジーと同棟

に，学習を実践的・協同的達成とみる。たとえば，学校教育文化に見られる，知

識を可視化する特徴的なやり方の１つに「IRＥ（lnilimtion.R“ponsc･Ifvalualion）

シークエンス」（MchaI1［1985]）がある。これはたとえば「『坊ちゃん』の著者は

誰ですか？（１）」「夏目散石です。（R)」「よくできました。（卿」のようなやりと

りである。これは，教師一生徒という社会的役割を可視化すると同時に，その役

割をその状況において再生産する実践でもある。換言すれば，生徒はこのような
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会話の一端を担うことによって，自らを「生徒」として可視化して，「生徒であ

る」（doing勘student）ことを達成している。このことは教師も同様である。そ

して何より，これが学校的知識を可視化する場であり，それによって学校的知識

のありようを示してもいる（テーマセッションｌ参照)。

これはけっして教師からの一方的な働きかけによるものではなく，教師と生徒

との協同によって連成される。以下にあげる教室での対話記録にはそれが端的に

現れている。

幾何についての教室での対話記録（／はポーズを示す）

スチュワート：それ（択注：二等辺三角形）って何？

教師：試しに／二等辺三角形って何かしら？救えてあげて．マーク。

二等辺三角形って何？（(教師がマークの頭に手をぼき，マークは

クスクス笑う)）

マーク：それは／全部の辺が同じじゃないやつ。

教師：全部が同じじゃない／いくつかは同じなの？二等辺三角形よ･／

（(教師は指を２本あげる)）

マーク：２つ 。

教師：２つの等しい辺／ＯＫｏ２辺の等しい三角形のことね。／それじゃあ

３辺は／そういうのはなんて言うかな？

マーク：それは，せいさ…／((教師がうなずき始める))／正三角形。

教師：正三角形ね。（Edwardｓ［1990]・ｐ,58）

これはどこにでもありそうな教室の一場面で，一見，生徒が独力で問いに答え

ているように見える。しかし，子細に検討してみると，生徒は自由に答えている

わけではなくて，教師は指で答えを教えたり，生徒が答え終わる前にうなずいた

りして，生徒の反応を教師の意図する方向へ導いていることがわかる。しかも，

これは教師が生徒に一方的に働きかけたものではない。生徒のほうは，腕曲な答

え方をしたり，故意に言いよどんだりしたりして，教師のヒントを引き出してい

るのである。つまり，これは教師と生徒との協同による「学校的知性のあり方を

作りだし，維持するための過程」（有元［19911163頁）と見なすことができる。

以上は学校の場に特有な能力の可視化の流儀であるが，同様に別の文化にはそ

れぞれ別の流儀が存在する。つまり，文化が異なれば有能さも異なるのである。

ここで，学校的知性がその他の文化における知性に優先されなければならない内
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的な理由はどこにもない。

◇コミュニティの相互的栂成としての学習

状況的学習の理論において近年注目されているのが正統的周辺参加（LPP:Ｌ０．

９ilimatcPcripheralParticipation）論（Lavc＆Wengcr.［1991＝1993〕）である。こ

れは文化人類学者であるレイヴが，徒弟制のフィールドワークの成果から得た学

習理論であり，学習を「人が実践のコミュニティに正統的な地位を与えられて，

初めは新参者として文化的実践に周辺的に関わっていくが，次第に十全的に

(full）参加していくようになり，やがて自他共に認める一人前の成員になってい

く過程」としてとらえる学習観である。人はコミュニティの文化的実践に深く関

わるようになるにつれて，コミュニティでの言語の使用，他の成員との接し方，

道具の操作に習熟していく。もちろん，それも学習であるが，それだけではない。

参加の度合いがより十全的になっていくにつれて，その人のコミュニティ内の社

会的地位・役割が変化していくと，その人がやるべきことや，やってはいけない

こともまた変化する。その桔果，実践の中で可視化される能力が変化する。それ

もまた，学習としてとらえられる。つまり，学習とは，新参者が古参者から学ぶ

といった一方通行ではなく，本質的にはコミュニティの文化的実践における「コ

ンテキストやコミュニティの相互的な組織化や過去と現在の相互的構成」（上野

[1999]，127頁）の過程であり，従来の意味での学習である「能力の変化」はその

過程に随伴して観察される一側面なのである。

◇状況的学習とエスノメソドロジーの関連

「状況的学習（situatedleaming)」とは，「状況に埋め込まれた（situated）学

習」である。「状況に埋め込まれている」とは，学習の状況依存性（つまり，学習

のあり方が学習者らを取り巻く状況によって決定されているということ）以上の含意を

もつ。それは，状況が学習に先だって存在するのではなく，その学習に関わる

人々によって，まさに学習がなされているその場において，作り続けられている

という含意である。そして．学習が成立するような状況を他者との関わりにおい

て柵成し続けることこそが学習であり，状況の協同的柵成と学習はその本質にお

いて分離できないという含意である。この意味において，学習は状況に「依存」

するのみならず，その中に「埋め込まれ」ている。このような考え方は，エスノ
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メソドロジーの指撫性（indcxicalily）と相互反映性（rcflcxMly）の考え方から

影響を受けている。指標性とは，ある行為の意味が文脈依存することを示す用語

であり，相互反映性とは，その文脈が行為に先立って存在するのではなく，その

行為とそれに続く行為によってその場的に作り続けられることを示す用語である。

人の行為や能力の「状況に埋ぬ込まれた」性質を指摘した，状況論宣言ともいえ

る著瞥ｒプランと状況的行為』（Such111an〔1987＝1999｣）をみれば．著者のサッ

チマンが，その思想の展開に際してエスノメソドロジーの影響を受けていたこと

は明らかである（テーマセッション３参照)。

'1．コンピュータによる協調学習支援（CSCL）

ＣSCLとは，文字どおりコンピュータを用いて協調学習を支援しようという研

究分野である。協調学習からCSCＬ研究に入った研究者は社会文化的学習観の

影響を強く受けているが，主に知的CAlの流れから入ってきた研究者はそうで

はない。CSCＬ研究者内の不一致は，ＣＬの解釈の棚述として考えると理解しや

すい。前者の研究者にとってＣＬは，協同作業を通した学習（I“mil1RtI1rough

CoIlaboration）であり，とくに意識しなければ，従来の学習観や知識観を前提と

した学習支援がなされることになる。これに対して，後者は，ＣＬに協同作業と

しての学習（L“rningi職ColIaboration）という含意を見出している。言い換えれ

ば．「学習は協同作業である」という新しい学習槻の宣言であり，このような前

提から出発するCSCＬ研究は，伝統的学校とは違う学びのあり方を提案し定着

させていこうという志向を強く含むことになる。前者にとって協同は学習を促進

する手段であるが．後者にとって，それは，学習の本質である。別の言い方をす

れば，前者においては，ＣとＬは分離可能だが，後背においては，学習は，す

べて「協調学習」であり，ＣとＬは分離不可能である。

以下では，新しい学習観に立ち，ＣｓとＣＬの両方を統合した研究例を２つあ

げる。

◇身体を用いたインタラクションのデザイン（アルゴブロック）

（１）身体という柵11:行為リソースエスノメソドロジーによれば，「ある出

来事（学習がなされたということ‘でも．挨拶が終わったということでもいいだろう)」

1 2⑥鋪、部脳Ｉ川鍋


