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社会文化的アプローチの実際

学習活助の班解と変敢のエスノグラフイー



（１１

(2)

（３）

（４）

(５）

ｑ学稗涌勤の理解と変堆にむけて

:学習概念の社会文化的拡張

【l】はじめに

もういいかな－どれど一こでまってる？

ここでまって為はいおいで－おいで

仙太ﾊおいでおいでおいで典余炎らぺ‘んおいでおいでおいで

|ﾘljzせんせ－はやくもってきて－

明子せんせ－まだかな－

（(i1j‘I‘1999;lshi皿r０．２()()2b）

この声は，あぁ保育園の１歳児クラスから聞えてきたものである。子どもたちの'i力

睡の前に１人のI将i:肝八が絵本を紙み'Ｉlかせるため，絵本を‘１１勝室の方に取りにいっ

た。そのｉｉｉ〔後，もう１人の保fiF荷Ｂが，111:のl:で跳ねて遊んでいたj･･どもたちにlfIlか

って（１）のようにﾉくきなﾉ,ｆを川したそして，，‘{:の，か所を指して．（２）のようＦ
に言い，ｊ亀どもたちを呼ぶ（３）。ここまでは保育誉Ｂのﾉ!『はj･･どもたちに織りかけ

ている市でああ,、ところが，（‘l）では保脊汁Ｂは保ｆｆ軒Ａが'Zち去った部膿の入り

1-1の〃を見て，｜Ⅱﾄんでいる。この声にあわせて子どもたちもいっしょに手を11にあて

て，叫.んだ、この部屋の．ｆどもたちはまだI‘Iら（.'）のような発澗はできていなかっ

たｒどもたちである保存荷Ｂはあたかもj亀どもたちの７１『を代弁するかのように．

(‘l），（５）を保が什八に向かって投げた

このような保fjf汁Ｂのﾉ器を袖粁はＩシェアリングボイス（ShaI･illHVoice)」とよん

でいる。このﾉ1『は，ｆどもたちを保ff付Ａを呼ぶやりとりに巻き込んでいる。それ

は．いっしょに仲つという協鋤添助（C()nCertedactivily,MCI)Cl･mot【Ｃｔａ1..1978）を

髄成しているこの時期のfLどもたちが他什の制止をI1If接的な‘耐f指示だけで畳け人
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れるのは容易ではない。だが，ここでは多くの子どもたちが保育者Ｂの保育将Ａを待

つ活動に巻き込まれていった。保育肴Ｂは子どもたちに呼びかけるのではなく、保育

将Ａに呼びかけた。それはあたかも１人の子どもであるかのような呼びかけであっ

た。この時の状況をオーケストラに讐えるならば，州抑将とオーケストラのIWLlとの

関係ではなく，飾一ヴァイオリニストと他のmllの関係に近いものであった。ｒｌら１

つの音を出し，そこに他のメンバーが111淵することによって皆が「待つ活動」のメン

バーとなっていったのだ。

このような日々のやりとりの中で，子どもたちは「待てる」ようになっていく。そ

して，「侍てる子」に．さらに「待てる○○組」のメンバーになっていく。（４），

（５）で保櫛肴は．まだ-fどもたちが災際には闘わない発鯖を先取りして苗っている。

それは子どもたちが将来発する未来の向への保育行のシェアリング（共有化）であ

り，その脚に対する子どもたちの身体的同調は，子どもたちによる保育者の声へのシ

ェアリングである。子どもたちはこうしたやりとりの中で保育の世界に参加し，発述

する。そこには絵本があり．「先生」がいて．「組」が編成きれ，ｌｕのスケジュール

がある。それらは社会雁史的な人.I:物である。

さて．ここで-fどもたちが学んでいるのは何だろうか。保育将はいったい何をして

いたのだろうか。そして，ここでの学判のメカニズムはどのようなものなのか。これ

に対して社会文化的アプローチは次のように応符する。

／
②学習とは何力､？

（１）発迩と教育

ナ学Ｗとは何か。このⅢIいは非常に漠然とした'１１１いである。この問いをここではⅢロ

’シアの心理学稀ヴィゴツキー（Bb1roTcKmh,J1.C）に従って，発達と教育の関係を整

‘理することから始めてみたい。学習に対するヴイゴツキーの問いは今から約70年前に

肌されたものである。しかし．それは子どもがすでにもっているものとまだもってい

：′ないものとの側係を川うており，今でもその亜喫性を失ってはいない。

『ヴイゴツキー（1934）は発述と教ffとのIMI係について当時の研究の立嶋を３つに整

/理している。輔一の立場は,子どもの発述過樫と教育過税とをそれぞれ独血したもの

としてとらえる立腸である。この立場の代表将としてヴイゴツキーが考えていたのは

ピアジェ（Piaget,』.）である。ピアジェは子どもの「純粋な思考」を取り出そうと苦

心していた。そのために．子どもの思考検森においては．子どもの過去経験，過去の

知峨の影卿が完令に排除されるよう，Ⅲ１週の文脈を特定しかねるような，子どもにと

鋪1京学制活動の理解と愛欣にむけて３



っては非常に応えづらい質問を与えたのである。これによってとらえられる「純粋な

思考」こそがその子のその時の状態である。こうした見解は．ビアジェに限ったもの

ではなく，特に第一言語の発述に閲する研究にはよくみられる立嶋である。多くの言

州発述研究は，乳児期から，幼児期に典I|Iしている。それ以降は，方i-irの発達や文字

の学習穏度などの調丑を除けば．非常に少なくなる。教育関係者から，学制程度を確

泌するための実態調査は行なわれても，それは発達の問題としてiM;られることは少な

い。たとえば，今3.000字書けることとそれが3300字書けるようになることは，単な

る戯的な加算であり，本質的な発途に影響を与えるようなものではないと考えるから

だ。したがって，人生の岐初の唯礎がつくられる幼児期を研究すれば．後は単なるそ

のjit的拡大と巷えるのである。

「純粋な以考」を想定する立珊は当然，学校教育に代炎される「紋ff」の働きを子

どもの「純粋な思考」を測るうえでの「ノイズ」ととらえる。「子どもの推理や理解，

子どもの世界観．物理的因果関係の解釈，思考の蓋理的形式や抽象的論理の習得を，

研究希は，あたかもこれらの過程が自分１人で，学校教育による何らかの影蒋を受け

ずに進むものであるかのように見ているのである」（BMroTcKH曲.1934／柴田訳．

1962,ｐ256)。そして，そのように教育をノイズと考えることは．牧育の発述に対す
'

る役澗ﾘを非常に小さなものとする。「発述は，自己自身の一定の充全なサイクルを歩ノ

まねばならない｡掌校が子どもに一定の知繊妓騰の敏育をはじめる煎に,一定の職／
能が成熟していなければならない。発達のサイクルは，常に教育のサイクルに先行す／

る。教育は発達の尻の後についていく。発達は常に教育の前をいく。（引用肴省略）『

教frは発進のうえに建てｊｗしされるものであり，発達に本質的に変化を加えるような/

ものではない」（BMroTcKIijh､1934／柴111択.1962.p､257）のである。ここでは，発達／

とは子どもの中にある「旺芽」（BMroTcKIm・'981）の成熟にすぎない。この立場で

は，「発達を待たない教育は無意味」（Sigel＆Cocking､1977）ということになる。

飾二の立場は教育＝学習がそのまま発逮であると考える立場である。この立場は行ノ

助主義者の立場である。この立珊はジェームス（James･Ｗ.)，ソーンダイク！

(TllOrI1dike.Ｅ,Ｌ,）に代表されるという。この立場では教えられることこそが身につ

くのであり，そもそも両荷を分ける必嬰性など想定されない。

第三の立場はコフカ（Koffka,Ｋ､）を代炎とするケシュタルト心理学汁のそれであ

る。コフカはいわば先の２つの立珊を両方とも肯定する折衷主義秤として評価され

る。つまり，第一と第畢の立嶋のどちらでもあるとする。教育の影轡は学んだ課題そ

れ脚体にのみあるのではなく，そこに含まれる一般的な知識が子どもには学ばれると

いう。学んだことがその特殊凡体性において役立つとする実闘陶冶と，そこから知批

’１
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の一般的な獲得能力こそが学ばれるのだとする形式陶治という２つの学習観は常に詰

争の種であるが，コフカは形式陶冶を強調する。つまり．子どもは敬育によってある

－･定のタイプの知識（ケシュタルト）を形成する能力を獲得するというのだ。そうな

ると子どもは．それまでの発遼をド蚊きにして新しいものを受容できるようになると

考えられる。教育によって培われるのは課胆舗域に特殊な（domain-speCifiC）能力だ

けでなく，領域普遇な（domain-general）能力だということになり．子どもはそれに

よって教えられたこと以上のことを「学ぶ」ことができるという。こうした教えられ

た領域以外の領域でも学習した能力を利用できるようになることを，心理学では一般

に学刊の蛎移（trans企r）とよぶ。賑移された知倣が次の学習の呼び水となると考え

るのである。

以上の３つの成場を整理したうえで．ヴイゴツキーは学習に対する自らの立湯を次

のように述べる。「学校はけっして真空の中ではじめられるのではない。子どもが学

校ではじめるあらゆる学習は，常にその前史というものをもっている」（BBIroTcKH

曲.1934／柴Ⅲ訳，1962）と。彼は何よりも，発進に対する教育．しかも組織的な教

育である学校教育の役割を強調する。彼の立場は鵬本的には飾三の吹場に近いが，そ

こでは敬育が子どもの発途過程に原理的に新しいものをもち込む点を見逃していると

批判する。彼にとって．発途は教育を抜きには琴えられない。

「教育は，このようなわけで，子どもにおける人|Ⅲの自然的特簡ではなく，歴史的

特質の発達過程において内部的に欠くことのできない許逼的なモメントなのである」

(BMroTcKIm､1934）という。それゆえ，彼にとって発述は教育の過程と単純に一致

するものでも．発述に従うものでもない。

彼の学評観は「発達に先まわりする敬行のみがすぐれている」という訂紫から．

｢早期教育」や「教え込み」を強洲しているととらえられてきた（佐藤,1995)。しか

し，彼は発達の過程は「発達が最近接発述伽域をつくり出す教育過程の跡を追って進

む」といっているのであり．教えたことそれ自体に従うなどとはいっていない。ここ

に彼の学習観の独自性がみてとれる。

典はヴィゴツキーの邦択で「放育」とiiI<される柵･obuchcnic”は本来，牧授・学

習（駒林．1975）あるいは「牧師と生徒の棚f行為」（Wer鵬ch，1995）と沢すべき柵

である。そのため，同じ「発述と教育」に側する部分を英船に抄談している..Mind

insociety‐（Vygotsky・’978）では，同・のその船が．文脈によって．‐learning（学

判)詞と訳されたり，‐teaching（教授)‐とi沢されたりしている。したがって，そも

そもここで「教育」と表現している事態は，「敬える」という‐･方向的なものではな

い。教えることと学ぶこととの側補的な巾態なのである。駒林（1975）によれば，中
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子どもの文化的発述におけるすべての機能は，二度，えつの吋而に級場する。最初は，

社会的局面であり，後に心理学的局血に，すなわち，最初は，梢神IIIl的カテゴリーとして人々

のあいだに．後に梢神内的カテゴリーとして子どもの内郁に綴鴫する．（Vygotsky・’93(ト

1931／1981）

最近接発述舗域とはこの２つの局面で示される精神発逓水漁の1111でのパフォーマン

スの差だと考えることができる。子どもは大人など自分よりも当該課題に対してすぐ

れている他者と共側することによって現在の自分の発述水地では達成できないことを

｢共Iii1で述成する状態」になるという。そうした他者の「勝導的質lNI・範例・教示の

助け」があるとき，すなわち，社会的局面にあるときに派す力と現在独力でも示すこ

とができるパフォーマンスのⅢjの雌離のことを股近接発達佃域とよぶ。そこでは，課

題解決時の時間を固定してとらえれば，共同性の有無が問題となり，文化的発達の一

般法則が強調きれるときには，子どもの成長の時間軸上のパフォーマンスのズレが問

題となる。最近接発達舗域の見解には多くの解釈や展開がみられるが．ここではそれ

が成熟や教授のどちらかに１対１で依存するものではなく，発連と放青の相亜作用の

うえに成り立っていることを強倒しておきたい。それゆえ，先の「発達が最近接発遠

甑域をつくり出す教育過程の跡を追って進む」という見解は．発遮が子どもが過去に

つくり出してきたものとこれからの近い未来でつくり出されるであろうこと，その両

者の相互作川に依存していることを示しているのである。ここには発達と教育を切り

離すことのできない1つのユニットとしてとらえようとするヴイゴツキーの思想があ

る。ヴィゴツキー学派にとって，学Ｗ研究の第一･の課皿はそれぞれの研究蕃がとらえ

ようとする１１態において，何を輔神発逮の』1t位としてとらえるのか．それに対応した

相互作用する「救授・学習と発進」の単位を取り出すことである。

／

／

国語に「教学」という錨があるそうだが，まさにそうした相賦行あユニットがここで

｢教育」と訳されているものなのである。つまり，学びには常に広い意味での学びの

ための環境デザインが伴っているという眼差しがヴイゴツキーにはある。

最近接発述釧域（zoncoIproximaldcvelopment）の見解も．こうした理解のもと

に取り扱われる必嬰がある。それは彼が提明する心理発進の一般法ＭＩＩである次の「文

化的発達の一般的発生法則」を鵬開した考え方である。

ノ

ｒ
ノ

(2)社会歴史的経験の獲得としての学習

ヴィゴッキーが発遮に対する教育の役割を強糾するのは．それが他の動物にはみら
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れない人間の学習を特徴づける大切な資源であると考えるからだ。彼の共同研究者だ

ったレオンチェフ（脈oIlTbeB、1965）は「子どもの発達において主要な過程は，社

会歴史時代に入潮によって排硫された経験の習得あるいは「狼得」の過狸である」と

いう。彼は，人Ⅲの学判の主嬰な特殊性は人IⅢが学制過程で猫神する経験内群が動物

のそれとは巡うことから唯じるという。つまり，肋物の行助は．「熊条件以射に遺伝

的に定藩されている維験｣，すなわち，「穂の経験」と「条件以射の形成の結果，個体

発生的に獲得される佃体的な経験」よりなるが，人間の珊合には，さらに「第三の経

験」として「種の（より正確にいえば社会歴史的）経験である一〃で．個体的経験の

形で習得される柳の繰験」が加わるという。この３つの雑験は相互に作川しあってい

るが，特に舗三の経験の「盤11｝」過礎が人|Ⅲにおいて茄要であることが強捌される。

この「獲1ﾘ」過秘とはドイツ冊の．ancignung‐からきており，その意味は何かを

私有化すること，「わがものとすること」であり．カール・マルクス（Mnrx.Ｋ､）の

言葉からきている。英舗では“appropriation”と訳される司葉であるが，邦訳は同

定されていない。アプロプリエーシヨンの過程は人間の発達を次の３点において特徴

づける（IshiRuro,1998)。１つはわれわれが対象に対して抱く愈味は対象にもともと

あるものではなく．対欺に対する主体の能動的な働きかけの中から生まれてくること

を強鋼している点である。２つ目は対象の怠味の生成が個体の行為のみに起源をもつ

ものではなく，その個体のまわりにいる他者を含んだ環境の支按の巾で達成されるこ

とが強調きれる点である。３つ目は学智や発達が単なる個人的な知職の獲得ではな

く，ある文化的なコミュニティ，社会に参与することでもある点が強闘きれているこ

とだ。

このことをレオンチェフにならって，ｆどもがスプーンを使えるようになるという

事態で考えてみよう。その耶態において大切なことは，ｆどものIiiIにスプーンを差し

出す誰かがいるということである。このことはさらに次の２つのﾘＩ実を示す。１つは

子どもの前にスプーンがあるということ，そして．もう１つはそのスプーンを子ども

に差し出す他考がいるということだ。どちらもが食邪を社会的なできごとに仕立てあ

げる資源となっている。子どもはrIらスプーンを発IﾘIしない。子どもの前に離し川さ

れるスプーンは社会雁史的に練りあげられたアーティファク卜である。その仙川は物

理的特性，それを持つ人川の身体的特性による制約をP11然受ける．その熟述化は身体

と食物がスプーンに媒介されることによって．１つの行あシステムとしてスムーズに

つながっていくこと，固い換えればその間に協調関係が形成されることを意味する。

だが．その協調関係はさらに「食事」とよばれる社会的なできごととして方向づけら

れ，価値付けられ，併価される。この過穏では，表而的な後退が剛察されるのがふつ

鋪１章学制油勤の即１Ｗと蛮峨にむけて７
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うである。たとえば，手を使ってスムーズに食べることができていた子どもも，スプ

ーンを下にするようになると再び食べるのが困難になる。

これは叩なる食物と手とそれらを取り結ぶ道典といった三項間の協調関係の崩域と

i'j協隅のIUl題ではない。それは「食べる」という行為の脱明はしても，「食ﾘ１」とい

う社会的なできごとは脱lﾘIしない。子どもは，スプーンに「これを仙うことはよさそ

うだ」といった「価仙的予感」（石照.2000）を抱くことによってそれを使川する。

｢価値的予感」はスプーンそれのみでなく，その使われ方にも向けられる。子どもの

前の他者は「行当」の導き手であると同時に「活動」の誘発者でもある。社会的でき

ごととしての「食耶」を凝議する際に大切なことはそうした活動の動機の形成と変化

をとらえることである（石蝋.2003)◎スプーンの愈味は子どもがスプーンを〃lいて

食物を食べようとする能動的な行為のil1から生じる。しかし，そこには何時に常に他

者がいる。子どものIｲの前にいて，子どものｎに食物をのせたスプーンを運ぶ他稀は

もちろん，スプーンをつくり出し，その形を変形してきた多くの他者が隠れて存在す

る。こうした他将との接触のポイントとしてスプーンで食べるという行為が成厳して

いる。したがって，スプーンを使って食べることは，スプーンを「よきもの」として

価仙づける文化コミュニティへの参加でもある。このように学刊は単なる個人的なで

きごとではなく，それが．社会雁史的に滞在的に耶附された環境における偶発的なで

きごとだという点で，「社会的な事件（socialevent)」として理解される必要がある。

学習における箇諾の敢要性はこうした社会的な１１件として学習をとらえることによ

ってはっきりとする。言諾獲得の主要課題とは，踊を何語覚えたのかというその術示

世界から切り離された単語の１W得数の話ではなく，前冊という道具による社会雁史的

維験へのアクセスの棚匝や内容をとらえることである。子どもはuiに触れることによ

って．野に対してある忠いを形成するが，それに対して他将が「幹だね」と締りなお

すとき，Ｈのl)ｉの封は．子どもが触れる雪であるとIil時に，それを「雪」として位俄

づけるある荷鵬コミュニティの言語体系の中の「罰」ともなる。言語に媒介された知

識体系の中で「野」は水や渦などと概念l:のネットワークをつくり，子どもが個人で

は山i然ふれることができないような知織へと総う。リI典とはこのような社会歴史的維

験の－．部が物敷化されたものである。ｌｊ紫は推かが勝手に個人的につくり出すことが

できるものではない。ある対象に向けて行為を遂行する子どもにある言葉が投げかけ

られるとき．子どもの経験形成過程は変容し,「蹄のおかげで,子ども自身のわずかな個

人的経験だけでは形成されないような結合が確立される」(JIeoI1TbeB・’965）のであ

る。また，浦梁は主体に一般化を引き起こす上嬰手段でもある。このようにr.ども

は，１１t界と個人として対時するのではなく，他将とのコミュニケーションを汗股に．



社会歴史的な遺産を自らも再柵築するという過程に参与する。この過程がアプロプリ

エーションという学判の過程である。それゆえ，就業による経験の再柵築とは個々の

子どもの行為経験を超え，‐･般的な行為維験の柵築をもたらす。人間の学習はこのよ

うに常にコミュニケーションを行最に成り立つものであることがヴイゴツキー学派で

は蚊澗されている。エリコニン（３ＪIhKoIIHH，1960）は子どもの玩具便〃lにおいて，

大人とのコミュニケーションが果たす重要性を乳児期から豊浦な例を紹介しながら脱

いている。

(3)社会的実践の一側面としての学習

通備，学制対象となるものは知織や技能（SkiⅡ）であるが，それが状況に埋め込ま

れていることを蚊鋼する立嶋が状況強と総称される立珊である。ブラウンら

(Ｂｒｏｗｎｅｔａ1..1988）はそれまでの現代の認知科学，梢神の哲学，人工知能研究，そ

して学校教育が，「知ること」はそれが用いられる活動や状況から分離可能なプロセ

スであると仮定していると批判する。彼らはそうした肺的な知識を地図にたとえる。

実際にわれわれが地図を使うときには．地図を地而に対応させて方向を確遡する。地

同の中に実現された縮小きれた世界の111だけで現在の位Wtを砿腿することは附難であ

る。知識もそれと同じようなもので．ある知繊を仙えるためには．その知識を現拠11ｔ

界の中に「脱ぐ」ことができなければならない。そう与えると．むしろ知識は地図よ

りも「道しるべ」に近いという。道しるべは実際の世界の中に置かれ、向かうべき方

向を指し示す。このように考えるならば知識とは世界の表象ではなく，世界に対する

折示である。知織は汀葉によって表現されることが多いが．訂葉はまさに世界の代理

物なのではなく’’1t界を折示するものである。したがって．知倣は使用の中で意味を

もつのであり，知撤を得るということはそれを実股の111で使うことにほかならない《，

したがって，状況に埋め込まれた知識を学判するということは実践に参与することに

ほかならないということになる。こうした論点を展開したものがレイヴとウェンガー

(Lave＆Wenger､1991）の「正統的周辺参加諸」である。

ハンクスは‘しイヴらのその番『状況にjlMめ込まれた学制の序文で，状況的学Ｗ

鐙とそれまでの古典的な学粁理鐙を対比させている。それによれば，古典的主知税で

は，思考も学評も仙人に生起するという個体中心上義（石蝋．1998）をとるが．状況

的学習論では「学fWはいわば参加という枠組で生じる過程であり，個人の頭の中でで

はない」という。彼はさらに続けて，レイヴらの立場の特徴として「学ぶのは共同

体」であり，「学ぶのは学習の流れ（contexl）に参加している人たち」であり，さら

に「学Ｗは共Iil参ljII稀1111にわかちもたれているのであI)，１人の人間の行為ではな

鋪１歳学習沿勤の理解と変赦にむけて９



い」と，学習を個人のⅢ題からコミュニティのlMj題へとシフトしていることをあげ

る。このことが，レイヴとウェンガー自身に「状況的学習の考えは，現場の学智

(learninginsitu)．為すことによる学習（learninRbydoing）よりは包捕的な概念を

ねらった」と前わしめている。レイヴとウェンガーにとって，あらゆる知倣は柵勤に

蝿め込まれており，さらにあらゆる活動は状況に埋め込まれている。したがって．学

習はあらゆる活動に埋め込まれている一側面であI)．学制は社会的実映のある断面に

すぎない。このように考えるとき，学習研究の探題はこの社会的実践をどのようにと

らえるのかということに収散する。

レイヴとウェンガーはこのように学習を社会的実践の一側面として定式化すること

に勢力を注ぐが，その汗餓には従来の学判を知倣の内化とみる個体旨l;雅的な見解に対

する批判がある。誰かの所打する知織を学判将が伝遠され，同化していく。この外か

ら内へというデカルト的な二分法を彼女たちは批判する。そして，またそのような個

体中心主義的な見方は人々とその生活世界との関係にいっさいの関心をもたないこと

に不満を表明している。彼女たちによれば．社会的実践の理諭は「行為肴，111:界，活

動，意味，学習，知ること」に関係論的な柵ｉｆ依存性を強調する。そこで培われる意

味は社会的に交渉されるものであり．柵肋への参与者の思琴と行為は相互関与的であ

るという。

社会的実践の一側而として学習をみるならば．学習研究の対象はある知蝋の習得で

はなく，その実践を通して枇界に働きかける全人格（wholeperson）が問題となる。

それゆえ，従来学習珊倫においてほとんど関係づけられることのなかったアイデンテ

ィティという概念が壁』ﾙすることになる。この点についてレイヴとウェンガーは次の

ようにまとめる。

1０

社会的実践の-側1ｍとして．学習は全人格を巻き込む。つまり，それは特定の活動だけ

でなく，社会的共同体への関係付けを意味している---すなわち，十全的参加lEfになるこ

と．成員になること．なにがしかの一人前になることを意味している‘，（引用滑宥略）活

動．作粟．機能．さらには理解は孤厳して存在しているわけではない。むしろそれらはよ

り広い諸関係の体糸（その'11でそれらが愈味づけられているのだが）の郁分なのである。

これらMli間係の体系は，祉会的尖鋭共１１ﾘ体からﾉkまれ，その11'で11眺産され発鵬させられ

るのだが．それらの一郁は人川どうしの関係の体系である。人I川はこれらのIMI係によって

定義づけられると何時に，これらの関係を定捉づける。かくして学習は．これらの関係の

体系によって可能になるものに関しては別の人格になる，ということを意味している。学

習のこの側而を無視すると．学習がアイデンティティへの形成を含んでいることを見逃す

ことになる。学禰を正統的周辺参加と見ることは，学禰が単に成員性の条件であるだけで

なく，それ'２１体，成側性の発展形態であることを意味する。私たちはアイデンティティと



いうものを，人間と，拠股共同体における場所およびそれへの参加との，腿期にわたる生

きた関係だと巷える。かくして，アイデンティティ．知るということ，および社会成員性

は，お互いに他を規定するものになる。（Lave＆Wenger,199Ⅱ'佐伯択.1993.ｐｐ､2酢30）

学制を社会的爽鋤の一側1ｍとしてとらえることにより，人の社会的爽股への参加の

ありさまと参加による拠般のコミュニティ自体の再稲を学習研究の蛎要課胆としたこ

とにレイヴとウェンガーの砿統的周辺参加論の学習論としての独白性がある。この理

詰の前後から，学ww研究領域において，デカルト的心身二元強や個体'''心主義を批判

し，「社会的」という接顔鮒を付ける理論が噌えている。レイヴ（Lave､1996）にと

って「現実」は「主体」の側にあるのでも，「枇界」の側にあるのでもない。それは

｢主体と世界との関係の中にある｣。それゆえ，彼女にとって，人が実汲の参加者にな

る軌跡をとらえることが学習のメカニズムを明らかにすることになる。このように，

社会文化的アプローチにとって学習はそれが関係論的にとらえられなければならない

という意味で，社会的なのであり，主体と世界の橋渡しという動きそのものの特質が

社会的なのである。

(4)授業の中の学習

社会的実践への参加としての学判を授業において考えてみよう。授業とは通常，国

語なら国語の，数学なら数学といった，その教科知識を学ぶ場だと考えられている。

しかし，授業でのやりとりを分析してみると学習者は多椴な知倣をそこで学んでいる

ことがわかる。授粟の中で牧師の質問に答えることは．学判将自らの教科知識の有

無．質を表旅することであるが，子どもたちがどのように応符するのかはそれだけで

は決まらない。キャズデン（Cazden･’993）は教室には２人の聴き手がいるという。

教師に質問をされて学生が符えるとき，それは教師に受け入れられるものでなくては

いけないが，同時に，仲川に受け入れられるものでなくてはいけない。そのため，そ

の学生は覇気のない)liで祇符をいう。教師にすり寄ったように仲IIUにみられない発話

である一方で，教師が求めていることにはちゃんと答えているという，ｒ:爪の宛先を

もった拠棚汎交の発搬（hetcroRlossiculterance）である。

こうした発柵が授業の中でやりとI)されているのは，授業121体が多珊的な交渉の場

であるからだ。授業のｌＩｌでは，「知織と社会関係とアイデンティティに閲する交渉に

人間主体が常にかかわっている」（Apple､1996)。授業において，三者はそれぞれを

切り離して達成することはできない。先のキヤズデンの例のように．多くの鞘合．そ

れらの関係は桔抗するものとなっている。学評粁はそうした拙抗した関係をなんとか

第１章学刊i門勤の理解と変雅にむけて１１



やりくりしながら，授業を生きることを余儀なくきれている。

次の事例はある小学校の「取り出し授業」の場面（Ishiguro‘2002a）である。ここ

での「取り出し授業」とは，Ｈ本舗を峨冊としない子どもたちに対して．通常のクラ

スから，「取り出して」特別に設定した授業のことである。Ｂは佃辿iの先生で．Ａは

この授業の応援に来ている学校邪務側，Ｃがブラジルから来た11本納非吐錯児であ

る。譜禦の哨加のために皆でしりとり遊びをやっていたときのことである。

１Ａ：うみ。［すぐに自分の耳を指差す］

２Ｂ：みだ。

３Ｃ：［少し間があって］みじかい。

４Ｂ：ああ。

５Ａ：みじか－。

Ａは自分の答えを「うみ」といって，それに続く「み」で始まる鮒策を自分の耳を

指差すことによって．ｃに対して崎示していた◎だが，ｃはあえてそれを受け入れ

ず．「みじかい」という別の舗葉で杵えた．それはＢにとっては愈外であったようで，

｢ああ」と応じたというエピソードである。この１１例ではｃは１１に止符を菰えばよか

ったのではなく．ｍ分だけで」解答可能な〃在であることを皆に示されなければな

らなかったといえる。

このように，学VM将は授業を通して，教科の知織と同時に，仲川や先生といった他

の人とうまくやっていくための社会的側係も学び，さらにそのコミュニティにおける

I]らの位腫．すなわち．アイデンティティを盤御していく。ジルー（Giroux，1992）

は「教育肴はiiiに知倣の狸紳だけでなく，アイデンティティ．おかれている腸所．そ

して希製といった感虻を学判者に与えるような文化的実践の生産として学習に接近す

る必要がある」という。このことは，学習肴が参加している世界の複雑さを語る言葉

である．学刊昔は学校で自分が生活から学ぶことはできない科学的概念（Vygotsky，

1934）とよばれる別の概念的知識の世界に参加する。だが，同時に教室コミュニティ

の,E規のメンバーとなることをめざして，そこに参加する。そうしたことを通して，

121分の未来に時Ⅲl軸が蚊かれ．「ここにいる121分」に希剖がりえられる。したがって，

先のｃはＨ本譜を学ぶことを通して．実は牧顎に自分の居場所をつくろうとしていた

ともいえる。このような意味で，ｃが、本粥を学ぶことは彼が生きなければいけない

世界への参加であるし．彼に生き続けたいと感じさせる世界への参加につながってい

る。

1２



③学習活動の媒介性

(1)文化的発還

ヴィゴツキー（BblroTcK1戒.1930-1931/1981）は．「すべての行動は刺激に対する

反鵬である」が同時に．その刺激を人が刷造できることを強関する。この見解は，彼

が人INIの発達に特徴的であると考える文化的発達を描くものである。彼は，人間の発

連は生物学的法則に従うだけの自然発達ではなく．社会歴史的法則に従う文化的発達

(VyHotsky,1928-1929/1994）であることを強倒した。

文化的発逓の鵬本的な図式は，刺激と以応との関係が泣接的なものではなく，1111接

的な1M係であることを示している。刺激と反応との|Ⅲに媒介物があり，刺激がｉｆ〔接以

応を制御するのではなく，その媒介物が反応を制御するところに人川の文化的発達の

特殊性があると主張する。ヴイゴツキーはこの媒介物のことを手段刺激とよんで，も

ともとあらかじめ世界に存在するいわゆる刺激（対象刺激）と区別した。手段刺激と

なるのはヴイゴツキーのいうところの紙やハンマーなどの技術的道具と，把り･や汀諾

に代表される心理学的迩具である。たとえば，手段刺激の利用によって妃憶の柳造が

変わり，そのパフォーマンスも変わる。レオンチェフ（1965）のｲjfiな媒介0仙憶の拠

験では，ある年齢になると対象刺激の妃銘時に手段刺激を用いることができるように

なることが示された。たとえば．幼児は実験群にｎ頭で与えられた刺激紺「雪」とい

う収納を覚えるために，「シャベル」という絵カードを取り，後で，その絵カードを

見て，刺激柵を想起するという具合である。このような絵カードがある時とない時で

はある時期の子どもたちのパフォーマンスは大きく兇なる。反応がK系列の刺激の助

けによってできていることから．こうした発想に鵬づいた実験潤従をr:航刺激の機能

的方法（functionalmethodofdoublestimulation）とよぶ（VyRotsky，1928-

1929/1994)。

こうした手段刺激の利用によって，人が出会う環境ごとに，それぞれ求められる問

題の解決のために新たな機能システムを柵成していくことが文化的発述の過照であ

る。したがって．人川に特右の文化的発述を研究する鯉はこの媒介物の状況的機能を

明らかにすることにある。発述の巾でどのような媒介物が，どのように使われるよう

になり，それがどのように刺激と反応との1mの頂接的な関係を変換するのか．その変

化の歴史をとらえることである。

この二爪刺激の機能的方法が示しているのは，人間は裸でiIt界と向き合うのではな

く，何らかの巡典＝人工物を媒介として11t界に対時しているということである（例！
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－１）。主体が対象に向かう|l，それは何らかの人1：

物に媒介されており．それによって人間は対象との

間に雑殊な'１M係を椛成するのであるこのような柵

動システムの中で，人は風紺を盤得していく

文化的発進とはこのような人I:物に媒介されたi§

体の対象|ﾙｿILとの凹係のとりﾉﾉを指し,Jくすものであ

る。人が社会雁史的遺産を盤得できるのは，こうし

た人I:物を介した文化的発述のたまものなのであ

あ

:E体

図１－１

道呉一人工物

対象世界

道具＝人工物を介して世

界と対時する主体

(2)他者に媒介される学び

紫;ｗは媒介されている。学判はＩｉﾘかに‘附に媒介されている。このことを1W頂で論じ

た．社会文化的アプローチから峨刊をみたとき．この媒介性は参加と|『ijじく砿要なキ

ーワードとなる学智が蝶介されているというｊＺ張は．人の能力をその人に内在する

ものであるかのように取り扱う佃休能〃主義を秤定する。ＩｘＩ１－２はかつてしイヴら

が参加していた米'1(|のj,j2:Ｗ(,jl究所のパンフレット（11(L、1993）に川てきたものであ

あ。そこで(よ，かつての‘Y:ｗは，学ｗ荷の頭のIlIに);'1,棚を波入していく過祝としてと

らえられていたことが,ＫされているここにいゐのはI'畔に対して棚きかけない静的

な存在としての人である‐社会文化的アプローチにおいて．人は常に仙界に働きかけ

るく＝参加する＞仔在であるしたがって．人がどのように枇界と接触しているのか

をとらえゐことこそが学州UI先にとって111要な,ｗｌ皿となる。詣休と|M界とつなぐ「行

賜」やIil1flil」という僻みをとらえ為こと

が必然となゐ

だが．笈は学習者はiIt界との川に：砿の

関係を打ちⅨてている。１つは人I菖物によ

る仲蹴ちであり．もう１つは他併による仲

i虻ちであ為ｌＲ艇なのはｌｌｌｌｊ片が'111J:にlNl係

しあ.〕て，人を仙界に向きあわせている点

である笈際に，教師がｆどもの縦を撮る

手を持って'↑:を教えるとき．その子は‘筆

と教師にIIil時に蝶介されている‘，では，ひ

とりでペンで'ｉ:をTIfくときはどうか。通

柑．このようなとさ．「ひとりで牢を11ドく」

'１

図１２古い知騒棚を蕊現する学習研究所

のパンフレット図（IRI‘､1993〉



と我現しているように，それは「ペン」という文化的人工物によって媒介された行為

だとはとらえるが，他粁によって媒介された行為だとは巷えない。しかし，ペンは自

然に与えられたものではない‘，まさに「人工物」である。人工物は誰かがっくり川

し，常に変更が加えられている社会膝史的な廉物である。したがって，人工物の1ｆ後

には術に多くの他将がいるのであり，その製,M1は他肴のIMIIj･の所産だと号えることが

できる。その意味で，典は人工物を使うこと自体が常に他哲との対淵となっている。

このことは，その人工物が壊れたり，うまく使いこなせないときのことを想像してみ

るとよいだろう。使用将は初めはその製,Iihに怒りを向けるだろうが，すぐにその製品

をつくり出している会社にクレームをする．製品の↑Y後には常にそれをつくり川す

人々がいることはこうしたプレークダウンのときにⅢlらかになる。かつてハイテク航

空機のり(故として11本の新聞を騒がせたエアバスA320名古屋空港消陸失敗のﾘＩ故が

あった。この時．側題になったのはエアバス社がつくった機械システムと操縦した中

華航空のパイロットの川の「コミュニケーションのｲ§令」であった。エアバス社が用

意した自動操縦装圃の股肺思想と危機に面したパイロットの操鞭の関係の不全が墜落

を州いたといえる不幸な珊故である。この時．パイロットが直接接していたのは操縦

枠などコックピット内の機器であるが．災際にはそうした人工物を介してその1f後に

あるエアバス社のその航空機の投訓･思想と格剛していた（石照.2001)。

人工物の背後には術に他考がいる。このように碁えると，人工物を物理的な「物」

に限定する必要はない。ワートフスキー（Wartofsky､1973）によれば，人工物は３

棚に分けられる。第一次人工物は，生産に直接用いられるもので．オノやノコギリ

などがそれにあたる。飾認次人工物は行為や侭念を保作・伝達するもので，レシピ・

規範・法１１tなどである。納号晶次人工物とは相対的に１２１１１ﾉ:的な世界を柵成するようにな

った人工物の類であり，文化モデルやある場所に将ｲiな知搬としてのスキーマやスク

リプトを指す。節一次から第二次，第三次となるにつれて，鹸終形態としてでき上が

った人工物を使うときに実際に他肴との社会的交渉が必要となることがわかる。たと

えば，オノの使い方は，その鋭利な刃先が何かを切ることを使用者に思い起こさせる

ことは難しくない。どこが切る所で，どこが持つ所なのか悩むことは少ないだろう。

しかし，レシピは料叩をつくったことがある人とそうでない人ではその解釈に述いが

みられる。まして，法iItの条文など一般の人にはそこに込められた愈味をなかなか鋭

み取れない。過去の判例を，すなわち．ある条文に対する過去の他者の解釈を参照し

てその意味を推察することが可能となる。このように前語的にその意味が記述された

ものであってもそこに込められた意味はその人Ⅱ:物から自然に立ち上がってくるわけ

ではない。まして，歯朕荷にはどうやっていくのかとか，小学校で授梁中どのように

鋪１噸学判油勤の現解と愛茄にむけて１５



ふるまったらよいのかといった言語的にlﾘl示化されない知識に溢れた文化スキーマは

常に誰でもが利〃lしているものであるが，その利用の手続きを述べることは簡単では

ない。また，実際にそれは使われる状況に依存して可変的なものであるので，そうし

た状況的な変化に敏感であることがその使用荷には求められる。その愈味で．文化的

スキーマやスクリプトは知倣そのものというよりも．その状況における，あるふさわ

しいふるまいを探るための手がかりにすぎないといった方がよいかもしれない。以止

のことは，人1塁物が社会的に，歴史的に術に他者を介してその使用，すなわち世界と

人とを結びつけていることを意味している。

人工物が術に他粁を必要としていると巷えると，それはヴィゴツキーの発達と教苛

の緊授関係を可能にする媒体だととらえることもできる。コール（Cole，1996）はこ

のことを子どもがテキストを介して世界を知るという状況にあてはめた。学制将であ

る子どもがテキストを介して，新しい枇界にふれるとき，その子どもは世界と二重の

関係をもつ。子どもは実際に自分の直接的な経験として世界とふれあうことができる

が，同時に言滞化された知織であるテキストを通して世界と接触することもできる。

たとえば，氷がある条件のもとでは凍ることを日常体験として子どもは知る。だが．

同時に物馴現敷に側して許かれた資料によって氷が凍ることも知る。地球が丸いこと

や眼の大きさなど日常体験なしに知ることも多い。日常経験と醜ｉ的知織による経験

が同時に人に与えられる場合．人は同一の対象に対する２つの経験による解釈のＩＨＩの

ズレを調整しなければならなくなる。このことはヴイゴツキー（1934）によって間遡

提起されたＨ常生活経験から構成される生涌的概念と，学校において組織的な概念と

して学ばれる科学的概念の川の調整間係としてとらえ直すことができる。このように

考えると学校における授業とは，科学的概念の教授の場ではなく．科学的概念と生活

的概念の凋雛の鳩ということになる。そして牧師は科学的概念の伝遠粁ではなく，そ

の調整の援助新である。

子どもが言語テキストによって自分がまだ総験したこともないような事実や認識に

ふれるとき，そこには困難が伴う。まず，そもそも書かれた文字が読めないというこ

とがあるだろう。また．文字は蕊めてもその字義的な意味がわからない，さらには．

字義的な意味はわかってもそのテキストにおける文脈的な愈味がわからないというこ

ともある。このようなときでも．子どもは大人の統みを介して，そのテキストが媒介

する世界に接触することができる（Cole､1996)。絵本の読み聞かせは大人が子どもに

対して言語テキストを伝えているのではなく．そのテキストを介して表現されている

枇界へその了がアクセスすることを可能にしている。教師が「新鮮」の意味を授業で

取り上げるとき．それは単なる「新しい」という字稚的意味を確似することをⅡ的と
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しない。「新しくも新鮮でない場合がある」とか，「正倉院の工芸品のように，古いも

のでも新鮮なものもある」という発前を子どもたちから引き出し，その言葉を吟味き

せる（斉藤．1963)。この吟味が「側粘」である。このように，学刊粁は人工物，支

按若を介して，「側盤＝意味の交渉」によって新しい1M:界を手に入れることができる。

媒介するモノ，人は学習者の現状に混乱を引き起こし，闘維を必要とする状態をもた

らすという点で，常に現状を維持させる方向に機能するわけではない。しかし．その

調整過程自体がモノや人によって適切に支援されるならば，それは学刊特の発達を可

能にする。優れた授業が教師の力によるところが大きいのはこのことによるｃ

④学習のヴィゴツキアン・エスノグラフィー

(1)行為に埋め込まれた学習にアプローチする

スクリプナー（Scribner.Ｓ､）は．現在盛んに行なわれているワーク研究の１つの

源流と考えられる研究希である。彼女はレオンチェフの活動理鐙を下敬きにデカルト

的二元鐙を批判し，社会的実践の中に′kきる主体に配慮をみせている。

スクリプナー（1984.1987/1997）は，輔神機能を活動の１つの断、としてとらえ

る。特に，思考は具体的な柵勤の側而であると考え．その発生と形式を明らかにし

ようとした。そのために必要なことは思考が埋め込まれている活動と行為の分析を行

なうことである。活動理治によれば．活動は３つの層として分析される。巨視的なレ

ベルとしての活動のレベル，その活動を柵成する目標指向的な行為のレベル．さらに

その行為が遂行される具体的な操作のレベルである。これはレオンチェフ

(1975/1979）の活動の分析カテゴリーである。彼によれば，ｌｉ視的レベルでの活動は

それを引き起こす動機を規湘として分離きれる。行為は意職化された目標に従属する

過秘のレベルである。最後の操作のレベルは，それぞれの具体的なＨ標が達成される

条件に面接依存するレベルである。しかし．活動の研究において必要なのはこの三者

の内的でシステマティックな結びつきを分析することであって，それらを要素的に分

けることではない。スクリブナーはその研究の進め方には二方向あるという。一方は

11t界からモデルの柵築に向かう方IiIj，他方はモデルから１１t界へ向かう方Ihjである。ｌｉｉＩ

荷はエスノグラフィックな調燕から行為を規定している課題のIiil定．そしてモデル化

へ向かう。後者は理請的なモデルに依拠して．主体の環境（条件）を変えることによ

って，ある桁神機能を人工的につくり出す形成実験（実験的シミュレーション）であ

る。どちらもがヴィゴツキーの研究方法であり，両考を相補的にⅢいるところにヴイ

ゴツキー学派の心珊研究の特徴がある。しかし，それを日附的な災IMIにおいて周到に

鋪１章学胃渦動の珊鯛と空峨にむけて１７
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*牛乳処理工鳴のエスノグラフィックな研究

０

*就労者にとっての課題の同定：イーミック

０

本段囲にかかわる隙点鰯面の自然眼索

００

＊実験的シミュレーション



だが，彼女の実際の研究においては行為と操作のレベルでの分析に比べ，活動のレ

ベルでの分析が弱い。たとえば．牛乳工場の版諭め作業に従事する労働軒は．自分の

身体的労働を低減させるという「瞳小身体労力の蝿地」を用いているという。しか

し．そこには社会状況の分析がない。そうした規iV1が労働将のlIljにできていくのは，

資本主淀社会において111純労働に従bjfする労働荷の活動のあり方と無縁ではないだろ

う。芸術家，熟練した技術肴までもがそれを向らの仕耶遂行時の規準としているとは

考えられない。社会的実賎の一側面として学判をみるとき，その社会的爽独がどのよ

うなものであるのか縦捻の射程に入れておく必要があろう。この点で，スクリプナー

の継承者の１人にあたるビーチ（Beach､1993）は．バーテンダーになることが，カ

クテルをつくれるといったjIiなるバーテンダーとしてのスキル獲得のINI皿ではなく，

バーテンダーという職として生きることとしてとらえている。そこでは．容と楽しい

談笑をしてチップをもらうことも亜要になる。こうした点も彼女の研究プログラムの

中にあったが，早すぎる死によってそれは１．分展開されなかった。

(2)発達的ワーク研究

スクリプナーの研究方略はjli線的だが．このｊＭ従方略を柵環的なものとして位IHづ

けなおしたのが，エンケストローム（EnRestrijml987/1999）のモデルである。図１

－３は実際の牛乳処理工jﾙの邪例に即して評かれているものであるが．それは子ども

の発達研究に対するヴイゴツキーの研究法を子どもから大人に拡張して適川したもの

ととらえることができる。スクリプナー（1985）によれば，それは「成人の日常生活

のＩ'1での行動の観察」→「雁史的・民族心理学的hIifMによって初歩的な発進形態が高

次形態に変化する過程を111柵成する」→「初歩的な形態から高次の形態への秘行を子

どもに実験的につくI)川す」→「子どもの自然嶋面での複雑な行動の観察を行ない，

実験によって単純化された行動と調和させる」という４つのフェーズからなる。ここ

では，観察は実験に先立つものであると同時に．実験の後にその理論化において再び

観察が必要とされる。この術環がヴィゴツキーの方法の特徴である。

ヴイゴツキーの方法樹は，１１常観察から始まり，その主喫な問題を帖馴し．それに

対して「形成実験」で闘的変化を確似する。妓後にそれを，ロ然な行動観察に瓜すと

いうサイクルをとる。スクリブナー（】985）はそのサイクルを自らも模するが，ヴイ

ゴツキーのモデルでは社会の複数性が想定されていないと批判し，そのモデルに個々

の社会史を組み込むべきであると主張するｃエンケストローム（1987/1999）は彼自

身が認めているように，スクリプナーの発展的継喰行といえるだろう。だが．エンゲ

ストローム（1987/1999）は「朕史は内化されるものであると同時に拡扱されるもの

鋪１歳学例橘動の理解と愛帖にむけて１９



でもある」と独自な主張を展側した。彼によれば，ヴイゴツキーもスクリプナーも，

結局はどのように高次梢神機能が達成されるのかを問題とし，その発逮の過程は，社

会文化的訂源の個体への移行として誰られているという。言い換えれば，外から内へ

の移行．つまり，「社会」の「個人」への内化によってそれは可能になるという。

内化モデルは既存の社会j､塊，すなわち社会的組織や社会的街源の付仙が間定され

たものと秒えるならば，個人と社会との関係を考えるうえで適切なモデルとなる。し

かし，実際には社会・文化は常に変化している。それらは常に，人頚による集団的創

造の中にある。ヴィゴッキーが二重刺激法で述べたように，人は自ら刺激をつくり出

すことによって環境を変える存在である。そうなると社会から個人への一方向のサイ

クルだけでなく，同時に個人から社会へのサイクルも巷噸しなくてはならない。人は

渦動に参Jj･する中で．向らをⅢ逸しながら，社会も創造していく存在である。この点

は実は現在の学習茜の理沿的然点の１つであり．レイヴとウェンガー（1991）の議諭

や本書第４章のビーチ（Beach.Ｋ,）浩文もそこを問題にしている。このことをエンケ

ストロームは「歴史は拡張される」とよんだ。側１－４はそうした拡扱過程をとらえ

ることができるように．ヴイゴツキーとスクリプナーの方法論を拡扱したものであ

る。

最初のステップは，研究打が参与している現在進行111の活動システムについて．そ

2０

活動ｎ号

報告と岬価

方路的課題を通して．新

しい道具を活動変華のた

めに実蹴に適用する

活動 Ｉ：

現設学的配述（phenomenology）

拙写

活動の分析＃

対象一歴史的分析

理論一歴史的分析

実際的一経験的分析

新しい通只（inst『uments）の形成：

一痢躍の足がかり

－モデル

ー小世界

図１－４拡弘I的発運研究の方法瞳的サイクル（Engestrijm・'987.1〕.323）


