
それぞれのユニットに含まれる作梁を，他方のユニットのそれらと比較して，指示

的我現における変化を見つけ川したい。

炎３－２にあげるように，ユニットＤとＦは２つの同じ作梁で柵成されており，こ

こから同じ間的のためにI荷｝･の脂示対象が苗語的に指し示されていたことが示唆きれ

る。

ユニットＤでの股初の作業は．次のように．狩定のピペットに助手の注意を向ける

ことであった。

ユニットＤ作業①

(Ｂ＝生化学者Ｔ＝助手）

１６Ｂ：で…これはもう、普通にやってもらえばいいんで．［ここにあるピペットの］どれ

か１本って。

（(ピペットを取り上げて見せる)）

１７Ｔ：んん。（(流し台のピペットに目を向ける)）（(理解したという主歪)）

ユニットＤで「特定のピペットに沈窓を向けきせる」シークエンスの16行目におい

て．生化学軒は「どれか１本って」という直示表現をⅢいてピペットをlﾘI示的に指し

示していた。しかし，以下にあるユニットＦでの機能的に等しいシークエンスをみる

と，そこでは生化学将によるピペットの明示的な指し示しはないにもかかわらず，ト

レーニングが続いている。ユニットＦでは．助手の注意をピペットに向けきせるので

はなく，ノk化学将はIliにそれを排ち｣:げただけであった。これは．ピペットやそれの

ある珊所について助手は知っているはずだと．生化学粉が想定していたことを示すも

のである。その後，彼はセルの洗浄を始めた。ユニットＦで生化学者は，ユニットＤ

の作業であった「あ愚ピペットに桃意をI;りけきせる」表現をしていなかったのであ

る。

ユニットＦ作業①

１８Ｂ：多少．その．［はらったとしても．あと．その::..多少はね？これで.､その.］

（(【左手でセルを空にする)）

（(同じピペットを取り上げて使い始める)）

１９Ｔ：（(セルを見ようと体を向ける)）

生化学将は．ユニットＤでは「どれか１本って」という直示表現でピペットを指し

示していたが．ユニットＦでは無指示表現「小」に「戻る」ことにより，助手が理解

鋪３京ヴィゴツキーの剛冶を拡弧する６１



したという想定を炎現していたのである。これに続く17行1.1（んん）で助手が理解を
表明したことは，ノk化学巷の想定を追認するものである。

次に．どちらのユニットでも，２人は２併めの作鴬として「ピペットでセルをjlk

備」していた。ここでもワーチの結果と一致するが，ユニットＦでの生化学肴もこの

作業において指示巡鎖を「戻し」ていたのである。

ユニットＤ作業②（ピペットでセルを準備する）

２０Ｂ：セルに…セルに…何回か入れて洗ってやれば十分ばんで。（(ピペットで移す)）
２１Ｔ：（(うなずく)）（(生化学者の手元に注目する)）

22Ｂ：水だけ入れて＝

23Ｔ：＝((うなずく)）（(理解の表明))＞

ユニットＤでみたように，生化学者は文脈報告表現として，「セル」を20行目で．

｢水」を22行Ⅱでそれぞれ用いて，これらの対象を指し示していた。

ユニットＦでもli1じくピペットでセルを恥伽するという作鴬をしていたが，ユニッ

トＤでは「セル」という文脈紺侍柵を用いていた部分で，生化峨特は24行1-1にあるよ

うに「こういうところ」という共同指示表現を用いていた。ＩＭＩじく24行目において，

ユニットＤの22行Ⅱでは「水」といっていた部分を，生化学荷は艇指示表現（の）へ

と「戻し」ていた。２１．２３行ｕでうなずいているのがその征拠だが．助手は「の」お

よび「こういうところ」という生化学昔の揃示我現に対して疑lIllを篭し挟まずにい

る。したがってこのうなずきは．理解したという助手の表明を形づくるものであっ

た。表現されていない怖報はそれゆえ，ヴイゴツキーの理諭に従えば，内化されたの

である。

ユニットＦ作莱②

２４Ｂ：こういうところに［の］残っているわけです。

（(セルを助手の方へ動かす)）

２５Ｔ：＝はい（(うなずく)）（(理解の表明)）

以上はワーチの結冶と一致する。すなわち．助手が理解を炎明したとともに．生化

学者が指示的視点の迎鎖の「後方」に位置する省略の大きな炎現をⅢいたことから，

ここで２人の参与巷は，すでに使用された「水」や「セル」といった文脈報告表現に
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含まれる憤慨と同じ意味を共有していたという表３．３変化していく指示

ことが派される。流し凸ユニットDから流し台ユニットFへ

表３－３は，２つのユニットの作業②におけ慨況画示照描示表現
どれかの

る，指示的視点の変化を概観したものである。セルこういうところ

どのパズル爽験 でも，日本人データでも．参水の
水 の

与者はやりとりにおいて同じ桁示対象をさまざ一一

まに桁し示していた。多くのj勘合．折ボ我現の迎いは，ⅢｌＩ仙性の秘腿の迎いをぷ

す。それぞれの指'j談現に含まれる情報のレベルが異なるのだとすれば，分析から得

られた間主観性の裡度にも通いのあることが証明できるだろう．

③識論

議諭を始めるにあたり，２歳半の子どもと母親とがパズルに取り組んだやりとりを

簡単にふり返るのがいいだろう。思い出してほしいのだが，このﾘI例を分析して導き

出された．文脈報岱→共I'il揃派→直示という迎鎖の先砿部分は，雌ｆのIIl主観性の火

きくなる方Iijjへの動きを示しては「いなかった｣。というのも，雌肌が川いていたの

は巡鎖を「鵬す」ことを'(す災現だったからである《》子どもとどうにかコミュニケー

ションできるようなレベルを直示で探り，それから課題をすませようとしはじめたの

である。

思い出せるように．２股半耶例では，母親の文脈報告災現ははじめうまくいってい

ないようだった。２人ともタイヤという同じ対象に注Ⅲしていたのに．それぞれ別の

概念でそれを炎現していたのである。母親ははじめそれを文脈報倍舗「タイヤ」で指

し示していたが，Ｙ･どもは円分の枇界からの見えとして「クラッカー」として指しぷ

した。子どもが自分のiIt界にとどまろうとこだわるため，吐糾は捉示する怖報量を減

らし，標iVI価である血'(炎現へと「炭した」のである『，こうして彼女は，雌も低い水

単でⅢ眺観性を打ち虻てることができ，少なくとも牒胆を11M鮪することはできたの

だ。子どもの理解がi作す範囲において，うまく課題を開始できたのである．

この継子のﾑﾙ合，ｉⅢ主観性の大きくなる方向に「近づいた」のではないが，しか

し，そこから「遠ざかった」のでもない，と結論できる｡この術示迎餓の示す動き

は，「Ⅲ主観性の源泉」と後でよぶところへの移動として描くことができるだろう。

さて，文脈慨杵→共Ijjl折,(→血,j：という連鎖において，２戦半の子どもと母親とが

はじめに用いた炎現をjlドしく検討してみよう。課題をするⅢ，この母子に間主観性が

ほとんどみられなかったことを思い出してほしい。この珊合，ヴイゴツキー理茜に従
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えば，発述が起きていないこととなる。つまり，この文脈報告→共同指示→直示とい

う「非発述的（non-dCvclopmental)」巡鎖は，発述する過程のようにみえるものの，

直接的に発述に面献していたのではない．この主弧が正しいとすると，もしこの２人

が吐親の「タイヤ」という文脈報告のレベルでやりとりをやめていたら，子どもは何

も内化せず，ゆえに何も理解しなかっただろうと，職理的には結論できる。

理解が得られていない以上，２歳半聯例の巡釧がどのように機能していたかを'111う

必要が浮かぶ。巡釧の先頭にある文脈報沓炎現は，２旗，ドの子どもにとって窄雌な汗

呼であった。その祉拠に，この子どもはわかったそぶりもみせていなかったのであ

る。この子どもにとって，この言語表現に意味はない。しかし，以下にみる，直,(→

共同指示→文脈報告という仮説上の連釧へ続くまわり道として機能していたのであ

る。説明しよう。

ロメトベイト（RommeWcil，1974）がいみじくも述べたように，逆悦的にllHこえ

るものの，川兆剛性を深めるために，どんなやりとりでも参与者はある程度の間主観

性を必要とする。確かにその通りだが，これでは'111．ｉｉ観性の発生については説明でき

ない。乳児を例にとると，２歳半事例の連鎖でなされていたように．親が冊主棚性を

引き川すためには行助言鵬推考のごとくやりとりする必要がある。

これを念弧にIiitいて２歳半１１例でのやりとりを解釈しIf〔すとわかるように，うまく

いかないやりとりにみられた非発達的連鎖は，はじめｲﾐ首尾に終わっていたものの，

それを続けていれば鹸終的に参与者はそこに沿って11下の課題に適した間主観性を引

き出せただろう。特に，母親が標準値とした「これ」ということばは，はじめてうま

く通用したものであり，子どもにとっては純粋な術ﾉ，すなわちタイヤのピースと１１１

じ意味をもつものだったのである。「これ」ということばは，指さしによるある棚の

直示的定義となるような単純なシグナルとして機能しているのであって，それlEl体に

は実衡的に愈味がない。このレベルなら，どんな青を用いても母親は子どもとコミュ

ニケーションできただろう。ヴィゴツキーにとって．このようなシグナルとしての耐

描使〃lは，鮒しことばの「主要な」働きの好例である。このように機能することば

は，他のあらゆるａ猫機能の源であるところの蝋なる桁し示すものとして剛いられて

いる。起点に位慣するこの非発達的連鎖では，討語災現に意味がある必要はない。し

かし，吐親がlh:承をうまく利用できれば，そこを入り口として間主観性が引き川さ

れ，後に続く桁ﾉｆ辿釧へと発述していけるのである．その戒示にこたえたのが２蝋半

の了・どもの峨初の珊解投明だったが，これはIfﾙ→共I‘j１桁,j§→文脈報皆という後続の

連鎖を開始する働きをしていた。母親が「これ」といった後に「タイヤ」という文脈

報沓諦を使った試みは，次の連鎖へ移行するにはいたらなかった。すでにふれたこの
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連鎖を「はしごかけ巡航（sCaffbldinHcontinuum)」とよびたい。今のところ，２つ

の迎鎖が明らかになった。進むにつれて炎現される怖報ｎは少なくなっていく．文脈

慨告→共同折示→IfI示という非発述的迎鎖と，用いられる怖報戯がしだいに大きくな

っていく，ｌ点示→共同桁示→文脈澱告というはしごかけ連鎖である。しかし，連鎖に

はまだ続きがあるのだ。

Ｈ本人がトレーニングしていた場面の分析は，ワーチによる３歳半事例の分析とと

もに，ヴイゴツキー（Ricbcr＆Carton、1987）がかつてその務作で予想した概略と

や致している。参与巷どうしが親密になるから．討語災現の省略が起こる．というも

のである。「親密になる」という衣現は，他者とのやりとりが内化されることの1つ

のいい方である。

これまで吟味してきた２組の母子と11本人研究荷におけるやりとりの連釧には．文

脈撒告→文脈報告→l伽というそっくりなパターンがみられた。しかし，この巡顛は

栂造の耐でそっくりであるものの，それぞれ機能が異なる。２歳半事例における機能

と，３歳半耶例やⅡ本人ペアにおける機能である。２歳半事例では，間主観性を生み

出して，発述を起こすべく，母親は「これ」を標湘値とした。この２人の場合，非発

述的辿鎖をしめくくる炎現「これ」は．純粋な術示，すなわちパプロフ（Pavlov･

LP.）のような撒械的行動主我でいうシグナルとして機能しており．アウグスティヌ

ス（AuIKustinus.Ａ､）のいう対象以外の意味を欠く単なる連合でしかないのである。

１１本人と３歳半'１{例の迎鎖における表現の変化型は，２歳半事例のそれとそっくり

である。たとえば，ロ本人どうしのやりとりには「セル」から「これ」への移行が．

３歳半ﾘﾘ例には「タイヤ」から「これ」への移行があった。どちらの小例において

も，ｌⅢ主観性が大きくなり含まれる梢報最が減っていくという変化を．それぞれの表

現が示している。

悩報という点からすれば，３つの耶例（２歳半，３歳半，日本人）で用いられてい

た折永炎現に含まれる怖報戯は群しかった。しかし‘やりとりがうまくいったかどう

かという点からこれらの我現をみると，それぞれの連釧に述った姿が現われてくる。

２蝋半耶例では，愉報のこめられた表現に「失敗」したため．その後は梢報最の妓も

少ない「これ」へと移行する必要があった。これは，３歳半事例や日本人事例とは対

照的である。これら２つの鳩合でも，『〔示表現を用いて慨報斌を減らし，参与者が桁

示辿鮒を「鵬して」いたのは２蝋､卜'11例と同槻だ。しかし「大小なこと」は，しだい

に梢報雌の小さい方へ桁,』:巡航が「展って」いたとしても．前にヴィゴツキーから引

いた「お茶」の例のように，炎現の中には同じ意味が維持されていたということであ

る。わからないけれども，表現されない怖報を聞き手が内化していたため．全体の傭

前３京,ソイゴツキーの礎錯を拡弘する閃



報最が保存されていたのである。

シルヴアスタイン（Silver凱cin‘1976）は，こうした耶例にある直示の使い方を，

｢脂示術標（rehrcnliaIindcxes）のIiiI提」とみなす。シルヴァスタインがmiI提」と

いうことばで意味するところは，桁示術標が使われる前に，発紺を聞く側において愈

思決定が起こっている．ということである。しかしここでは．直示を用いたり受けと

めたりすることは，やりとりの中で検祇されたり開示されたりする迎鎖にある砿かさ

(certainty）の標倣（milrker）だと考える。前提なる閲れた腿知遇税をわざわざ仮定

する必要はない。見方を変えれば，仙川されるif[示が前提としてあるとしても，ここ

でいう前提とは，想定l獅し1zの剛の中で起きていることではなく，司譜仙川のただ

中にあるものなのである。

３畿半邪例と11本人)11例のやりとりで用いられた直示は．２歳半耶例のやりとりに

みられたのと同じ３つ組巡釧の姓後のスロットを占めるものの，その機能はまったく

異なる。前二者の場合，凝縮された意味が直永表現にこめられていた。ここでのif〔示

は，完成された発展型としての表現であり，間主観性を助長するのに用いられる無意

味な標率値ではない。むしろこうした世示の使用は．やりとI)がうまくいった棟倣と

なるのである。Ⅱ本人耶例と３蝋半ﾘI例での直,J:には．「セル」や「タイヤ」といっ

た表現に内在するすべての梢報が含まれているが，２歳半ﾘﾘ例における「この」には

実質上情報がない。次の表３．４をみていただきたい。

衷３－４各迎鯛体の形憩と働き

2職母子；梢況!ｳ直示Ｉパズルを始め．相互主観性を深め始めるための引き下げ
3蛾母子Ｉ佃況〔麺示；パズルを終えつつ．相互主叫性を深めていくための引き下げ
日本人Ｉ憎況吟血示心のＩパズルを終えつつ.相互主観性を深めていくための引き下げ

連鎖を構成する表現は，パズル探題に取り組んだ２つの事例でも，ｕ本人研究骨ど

うしのやりとりでもＭじであったが．機能が異なっていたのである．

２歳半那例の非発述的迎訓で，ｌｈ示はその終点として機能していた。やりとりの

｢失敗」の標識となるとともに，続くはしごかけ連鎖という成功する可能性のあるや

りとりの「始発点」も示していたのである。３歳半事例と日本人のトレーニングとい

う２つの邪例においても，それと「何じ」３つの表現から成る「同じ」巡釧がⅢいら

れていたのだが，そこで仙川されていたlf〔示炎現は，やりとりが「成功したこと」の

標識だったのである。加えて，Ⅱ本人のやりとりからは，岐終的には術し示すことす

らなくなっていた（巾)。にもかかわらず，やりとりは難なく続いていたのである。

２歳半事例では直ボが「始発点」として機能していたのに対して，日本人のやりとり

“ＰＡＩ《'1,1学WWi動を即lW-I-る



における無指示表現は．（内化が起こるために）論理上要求される直示→此何術示→

文脈報告というはしごかけ巡釧の次に位岡する，・連の鞭ぴの「完ｒ点」だったので

ある。

よ')完全なひとまとまりの発達的連鎖を櫛成すべく連鎖どうしをつなぐには．すで

に先でほのめかしておいたが．２歳半事例の結果についてまだ分析していない残りの

部分をみればよい。やりとI)にみられた表現をすべて観察すると．文脈側告からr〔示

を総て再び文脈報皆へいたる迎鋪において．母秘ははじめに文脈報侮からlfI[,服への移

行に失敗した後，「タイヤ」という文脈報告表現を用いて連鎖を「進め」ようとしは

じめていたことがわかる。母親が文脈報告諾を使うことにより，明派される怖慨賊が

(r〔氷で提示されていたよりも）瑚加するとともに．子どもにかかる秘知的負荷も大

きくなる。ワーチによる２竣半叩例の分析では，「そもそも子どもが，文脈報皆炎現

を瓜1解できるようになる段階へと，いかにして到述するのか」という点がIⅢわれてい

ない。直示表現から始めなければならないとしたら，文脈報告表現にいたる唯一の道

はおそらく、血示→共同指示→文脈報告というはしごかけ連鎖である。はしごかけに

Ⅲしては実にさまざまな定錐があるが．ここでは，子どもや唯徒がより尚次の腿知水

地へ移行するのを手助けすることという111心的蹴味に従っておこう。lrI:ﾉ旗→共|‘i1桁'（

→文脈Wl告というはしごかけ述鎖では，表現に含まれる怖報内秤が多くなると111時

に，学習肴の負う責任が大きくなることを通じて，はしごかけがなされる（Wertsch，

1985)。もしも２歳半事例でのやりとりがその後成功していたなら，論理的にははし

ごかけ迎鎖が続いていたはずである。これが唯一とり得る道なのだから．

はしごかけ迎釧は，２職半ﾘ【例ではじめにみられた非発述的巡鯛（文脈報11『→共１１１

術,j:→1tI永）とは「逆向き」に進む（直示→共同折示→文脈棚告)。つまり．悩慨の

少ない表現から多い表現への移行である。しかしこれは．認知的な負荷のより問い文

脈慨告炎現への「前進」となるため，逆向きというよりは，非発述的巡航へと続くも

のとなる。

この点を．ワーチからの引用で明確にしよう。

－．般に，情報最のより多い指示表現の使用は，問主観性の水準の高きと棚関するもの

の，その必嬰条件ではない<，（Wcrtsch・ｌ９８ａｐ・’71）

ここにみられるように．ワーチのこの記述は，炎現の難しきと悩報１１ｔが少しずつ期

していく，直示→共同指示→文脈報告という古典的なはしごかけ連鎖に「のみ」あて

はまるものである。
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次の図３－３は．２組の母子とLI本人の巡釧を総合したものである。図中，ｌ～４

は２歳半邪例の非発述的巡航を柵成する。他方，形のうえではそれと同じだが．５～

７は３歳半事例のやI)とI)を柵成していた内化巡航である。１１本人の連顛を分析した

先ほどの結果から追加されたのが８である。３～５として示されたはしごかけ連鎖

が，論理的に２つの連鎖を媒介して．より総合的な指示巡鎖が成立する。

,ﾙﾘ:‐晶一烏一ふ‐ふ‐烏一志‐：

図３－３包括的な指示の迎鯛体

この巡鎖の左端先弧にある文脈報(!『表現は．子どもに提示される雌大限の怖報価を

炎わす。しかしよく注愈すべきだが，それは蝋に紙し下が与えるNi報最なのではな

く，聞き手が取り込むはずの情報股である。この我現では．実質的に子どもが理解す

る情報はなく，直示語に残された鼠だけが取り入れられる。直示表現が与えられ，受

け入れられると，次の３～５にあるはしごかけ巡鎖が始まるのだ。

３と５（血示と文脈慨告）の炎現をM1いたことは，２歳半ﾘＩ例のやりとりでの母親

が，はしごかけ連鎖を越えようと拭みて，術示的視点の各段階をひとあしずつ探りな

がら愉報を提示していた部分を表わしている。２鰻半事例で２人は，図３－３での次

の連銀へ向かって進んでいたのだろう。なぜならそう移行せざるを得ないからであ

る。

図３－３の結部にある５～８の表現は，パズル課胆やトレーニングにおいて生起し

ていた内化連鎖である。３歳半１１例の雌親とＩk化学群は，明示的に与える梢報遥を

徐々に減らしていた。しかし，各ペアが理解しあえていたのは，残りの情報を内部的

平面に保存していたからである。保存されたこの州鞭jitは，参与者間の間主観性の水

抑(を示している。「この」のように糊略きれた炎現が満足な意味をもち得るのは，こ

の内化迎鎖に沿って発述したとき「だけ」なのである。この巡釧においては，直示表

現のもつ力も話し手の意図も，参与者が完全な文脈報告識を用いたのと同じくらいに

なるのだ。

注懲しておくべきだが，省略が起こるのは，愉報があらかじめ共有され，かつ恥解

されているときのみである。２歳半'１１例のやりとりにおいて，術略過狸の起こるド地

ができていたのは，省略の瞳も小さい炎現５（文脈報侮）の時点であり，これは省略

が「始まり」得るところの標識となる。なぜなら．参与肴がはしごかけ連鎖を通過し

たその時点から，省略の過程を機能させるｒ解ずみの表現がみられるからである。
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３歳半と日本人の行事例において，省略過程は1,1じょうに動いていた。母親と生化

学巷がそれぞれの聞き手に提示する明示的な愉報内容を減らすにつれ．潜在的な傭報

吐はおそらく参与者の頭の中に「隠れていく」。しかし．文脈報告と直城の２つの表

現に含まれる意味は等しい。３歳半の子どもはパズルを作れたので，あまり明示的で

はない直示表現についての知識があるのだとわかる。助手は少なくとも，「んん」や

｢はい」とに『ったりうなずいたりして，理解を表明していた。'k化学苫と助手とのや

りとりは，後荷がトレーニング全体を理解したと提'服する必喫がなくなるまで続いた

というわけではない。むしろトレーニングを続けるのには理解の表明が必要だった。

この連鎖では直示表現の使用に成功したことから，参与荷の間主観性があらわになっ

たのである。

ここでの納論をヴイゴツキーの先行研究（Rieber＆Cnrlon・’987）にどう組み込

むことができjるのか考えてみよう。ヴイゴツキーのいう巡釧の僻細をＩＸｌ３－４に示し

た。

＝ウ内邑に今理老一寅翻－，凸J唖＝ｰ~､

図３‐４迎飼の鮮細

ヴィゴツキーの連鎖も，省略が大きくなる方向に進む。ワーチがしたことは，ヴィ

ゴツキーの連鎖における外言の拡張であった。ワーチによる術示連鎖は，外言をより

誹細に拡淡したものだとみなすことができる。それに対して本研究は，このワーチの

巡鯛を拡吸するものであった。

殿終的に，ヴィゴツキー，ワーチ，そして本研究におけるすべての要粥をそれぞれ

適切なスロットに置けば，完全な指示連鎖ができあがる。Ｉｘｌ３－５をみてほしい。

＝ら巳＝＞９＝〉

岸一弘ｰ､

内貢冨＞照老＝＞置削

1 , 隈 ？ 土

『
■

一
一

ｌと１０～13は，ヴィゴツキーの巡鎖にあった炎現である。先噸にある表現は密きこ

とばとなっているが，これは完全な指示巡鎖の槻泉とはならない。この連鎖が最も成

熟し発達してからみられる形態にはいろいろあるのだ。続く２～９にある表現は．外

図３－５完全な摺示の迎綱体
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言に関するワーチの研究を拡吸した本分析から得られたものである。これらの要紫か

ら櫛成きれた巡航は，内化のあらゆる局面を含む。柑略が脳も小さく，雌もIﾘl示的な

要素である排きことばから，lMj主奴性が引き出きれる非発述的辿釧（２～４）へと進

み，続く４～６のはしごかけ辿蹴では，学習者の認知的負荷が大きくなっていくとと

もに，次の省略へ向けた下地ができる。６～８は内化連鎖であり．ここから内部的平

而への扉がIN1き姑める。ひとりごとは内而と外而の両方で機能する．しかし，奴る３

つの内識旭考，愈欲という嬰紫は充全に内1Ｉｉで機能するために，外耐を通してうま

くやりとりしてはじめて発生するものである。

付記

本論の一祁は,2000年に.IﾘI治学院大学で開かれたＭｉｎｄａｎｄハctMlyワークシヨップ

と．筑波大学大塚キャンパスでＨかれたＤＥＥ（Ｈ水哩知ｲ;}学会：牧打環境のデザイン分科

会）においてすでに発災している。両会のメンバーに感謝いたします。また‘ＩⅢ論学院大

学の西阪仰先生と筑波大学の茂呂雄二先ﾉkから発表に関して布益なコメントをいただいた

ことに，深く感謝いたします。加えて，通訳として支えてくれたマリコ・バデューチと，

実験室の録画を昨蹄して下さった耐山県立大学の五十嵐服弘先生に．感謝いたします。

当然ながら，本諭のいかなる縦りもすべて誰肴の寅柾である。
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第４章

l~ｴ

'.．
’｡』

共変移

社会的組織化による知搬とアイデ ン テ ィ テ ィ の

jWiriとしての・般化縦’

ノ|§航では，，ｋｌｌｉから｛Ｗｌ２する雌間をまず収I）上げゐことにし,j:う‘‘人|川の知的発迷

は，どのようにして時を超えた人格的，，惚伽,愉的巡統‘|′kの維験とともに唯じるのか？

これはｲj史の夜明け以来さまざまな領域で忠乗されてきたlIM題であるu紀元前380年

の「メノン」におけるプラトン（Plal《)【'）のﾔ『学的対論も、概念の従属的発生

(dCpL,I1dentoriginati()､）に関する紀７心５１Ⅲ紀のデイグナーガ(1)igna態a）の仏教論

脱（ThuI．ｍ;m､１９別）もこの雌IHIにii・及しているすなわち．知織とアイデンテイテ

ィの起源，そして時iII・できごと・１１t代を越えたそれらの一般化（generilliza【i()１１）

を問題にしているのだ発進心理学では，・般化は変化を伴う恒常性（consmncy）

と考えられてきた（Brim＆Kagan,1980）教ff心理学は・般化をざらに限定的にと

らえており，それはワトソン（Ｗ狐Son,､１．Ｂ,)．ソーンダイク〈ThorIldikc.Ｅ、Ｌ､)，

ジヤド（､IUdd.Ｃ､11.）によゐ'Ｉ:移（tr;1【鴫｢Cr）の概念によく炎われている

椎移とは，ある課題での‘､畔ﾉがのちに断しいII1Muの喉刊に適用されることであり，

ある場所から他の場所へ何かを移送するというメタファーを思い起こさせる。このメ

タファーは今｢1の教･hs心理学に影禅を及ぼし紬けてい為(1)(､lICI･ｍａｎ＆Stel･nbel･関，

l”3：MayCl・＆ＷｈｉＩＩ】･(》(．k、ｌ”6；Ｐ１･(､SHlCy･’９９５１１１１.『111器｢()1.(ｌ＆Ｓ(､llwarlZ、1999：

A11derS(〕11．ＲＣ(lCl.,Ｓｉｍ(》1】，1996,1997）このメタフ７．－がMif史的に強|川であるのは，

それがいくぶん学校教育と結びついているためである、レイヴとウェンガー（Lavc

＆Wenger,1991）の『正統的周辺参加」の序文でハンクス（IIanks,Ｌ,Ｍ､）が指摘し

ているように．われわれの学校は．新しいできごとや活動やﾉk徒の未来に対して知識

や技術を移lII1でき為という前拙のもとでデザインされていぁ秘仙ⅡT能な秘撒摘を研

究するために適切なメタフフ･一として．’ﾙﾐ秘は炎IiIi的な妥!』i性をもっているこのメ

タファーは，行動主義者や，教育心理学および多くのアメリカ教育における認知主義

的伝統と，機能主義者の前提を共有している（１）１，(Pkcr’2001参照）また．このメタ
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･蛎移は論珊的に「(アイデンティティを変化させることのない）１１１なる学刊_ｌと

同じであるか，もしくは学Wlの狭い孤如りな側而を指す。

･転移はそのエージェンシーを心的表象と外的環境に引き裂き，それらのIMI係を理

解するための適当な方法をもたない。

･転移環境の形成はI転移過程の実際的な一部とはみなきれず．むしろそれとは区別

されるものとして．砿移過程を助けたり妨げたりするものとみなされる。

転移概念への最も強力な批判は常披に基づいている。それは，先に生じた課題やで

きごとから新しいそれらへの一般化は日常的にその時々で起こるはずではないかとい

うものである。転移としての－．般化を研究しても．それを兇いだすのは難しく，意図

的に促進するのはさらに難しい。

本章の目的は．縦将の倫考（B“ch,1999）も含めてもうすでに多くある雁移に対

する批判（LCHC,1986;RoKoff＆Gardner,1984;Pea･’987;Lavc,1988:Guberman＆

Greenfield,1991:Detterman､1993;Gruber･Ｌａｗ・Mandl＆RGnk1.1996:Green0,1997：

KirShner＆Whitson,1997;ＣＯＸ,1997;Lobato,1996:Ｃｏｂｂ＆Ｂｏｗers‘1999）を補足す

ることではない。本束は．知織が社会的文脈を越えてどのように広がるのかを理解す

るために，現実味ある代枠案を提案する。たしかに転移概念は多くの川胆を抱えてい

るが．一般化という現象の根底にある読点は，人々が行き来する学校，家庭，コミュ

ニティ，職場の組織化にとって煎要なのだ。
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Ⅱ
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①現象を拡大する：知識増殖としての一般化

文化一歴史的理繍と活動理論は「一般化」の再概念化を可能にする。つまり，これ

らの理論のもとで．「・般化」は，学習軒とその人を含む社会的組織化（socinl

organiznti《)ns)★‘が相11f柵成的関係にあるような発述的概念として再概念化されるの

だ。しかし，われわれはまず蛎移概念の制約から抜け出して，一般化の現欺を拡大し

なければならない。現象に境界を設ける過程は，それらを研究するための柵成概念を

つくりだす過程から完全に独立しているわけではないが，転移研究の腰史をみてもわ

7２ＰＡＲＴｌ学判活動を即解-$､る

フアーは．理茜的柵成概念や理詮的メタファーとしての始まりから．それ独自の現象

に具体化されてきた‘，こうして極秘は．孜育心理学が文脈を越えた偶人の知織の一般

化（恒常性と変化）を扱う際の原珊であり続けている。いく砿もの批判を受けながら

転移の概念がもちこたえている理由もここにある。転移概念の明らかな欠陥を折摘す

るならば，



かるように，現象と概念的道典の混同が分析力の喪失を招く危険性は商いしたがっ

て本荒ではまずはじめに，われわれが理解したいと思っている現象の特徴を肥述する

ことにしよう。これらの内祥は，転移として研究されてきたことを含むだけでなく，

それを越えている。そして次に，より広い現象の研究に描川できる概念として鱒変移

(consequentiallranSi【ions)☆Zを提案することにしたい動

一般化，すなわちさまざまな形態の祉会的組織化を越えた知,棚の辿統性と愛換

(〔rz1nsk)ｒｍ狐i〔)'1）は，１１１．の．般的Ｆ紐きというよ')はむしみ似合的なｲIIlMI過祝で

ある｡蛎移を発述的ルf史的に分析したコックス（ＣＯＸ‘1997）によれば，初川ゲシ

ュタルト派でさえ職移の一般的手続きは存在しないと考えていた。第二に‘知搬の一

般化は．時間とともに狩定の社会的組織から距離を樹くようになることはあっても，

けっして社会的凱織化から切Ｉ)離されたり脱文脈化されたI)はしない弁iIl1;法的唯物

論の立粉からダヴ,イドフ（D狐,ydov、1990）は，概念の多様性の統合へと向かう．般

化や．概念の多椛性の内的川述を明らかにするような一般化を援助するのは‘カリキ

ュラムや教授の役割だと蝋雛しているものごとや現象のある１つの分類の中に普過

的性質を示すようなｲ111象的で脱文脈化された表象は，現笈の茂刺な犯述（FaImaImc

l995)．・般化の黄珊な胆述である

鋪三に，・・般化は161人と社金的組織のliIli〃の変化を伴うため‘・般化を川解するた

めにはIlIj者のい､に変化す為|M1係が'R要である。社会的組織化は一般化のiil.なる背照

や補助ではない。鮒IJIlの紳徴は，歴史的に関係がある組織や添動を人々が脇勤すも吻

合の‐般化に関して，それをJ''11Ｗするための川発点をどこにliftくかということに炎わ

れているわれわれの妙ﾙは，出発点に拠辿をもってくる帳移研究．すなわち,猟迦の

レベルで理解されたことがのちに学校や仕ﾂ場のような火規棋な社会的組織における

知識の一般化に適用されるのだと想定する転移研究とは対照的であるわれわれはこ

うした転移研究とは逆のことをiﾐ雛する．般化は何よりも，変化する個人と変化す

る社会的組織を凹係づける一巡の過猟として理解されなければならないそうしては

じめて，この火きな側係に』'11め込まれた撫題'111の一般化も理解できるのだ

域後に，一般化は社会的組織''1の結びつきから成り立っている。この結びつきは時

に連続的で恒常的なﾔ|識をもつ吻合がある。転移概念のもとでは．般化はそのように

!'俳微づけられあ。しかしこの結びつきは雄毘や矛附といったﾔi奴をもつ｣ル合もああ。

すべてのこうしたＮ:公的細織lillの紺ぴつきは．たとえそれが辿統的なjﾙ合でさえ，ｉｌｌ

細の移送に比べてiﾙ肋的である。それゆえ，蛎移概念のもとで狭くとらえられている

現象とわれわれが関心をもつ現象をⅨ別するために，一般化についてのこのような見

方を増殖（P'･oP雌ation）とよぶことにしよう急
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人と活動の出会い（intcrface）における知識噌殖は，アーテイファクトシステム．

すなわち人mの意例をもってつくられた象徴的対象（Cole、1996参照）なくしては起

こらない。不適切な砿移りI例をパース肥号諭の立場から分折したウィトソン

（Whitson・’997）の研究．ルミ徒の数学の熟達に関するウオルカーダイン

(Walkerdine,1988）の研究，レムケ（Lemke,1997）の相互に結びついた生態社会シ

ステム（ecosociaIsystems)，ノスとホイルス（ＮＣＳＳ＆Hoyles,1996）の「銀行数

'脚研究を11j分析したエヴァンズ（Ev&lns,1999）の研究，バーテンダーになってい

く成人についての私の研究（Bench,1993)，小充店主になっていくネパールの学生に

ついての研究（Beach,1995a,l995b）は，すべて社会的状況を越えた知識畑殖ではシ

ンボル，テクノロジー．テキスト，つまりアーティファクトシステムが中心であるこ

とを示している。

アーテイファクトシステムを伴う知峨jW航は，人が新しい何蕃かになる維験をする

ことによって，変化する個人や社会的組織をともに織り込んでいく。これはデューイ

(Dewey・’916）の「生成（becoming)」の発達観に似ているｃ知識哨殖の経験は，遊

ぶ．勉強する，働く，育てる．愛するなどの．多棟な社会的活動に参加する個人にと

って砿要であり，個人はこれをⅨ竹的に熟考し，典剣に取り組む。これらの雑験は，

ｲk活が変容する限りにおいて，究俺のil的（telos）や進歩に加えて，発述的な性闘

ももっている。サックス（Saxc,1989.1991）もこれについて言及している。

算数を数年間学んだあとに代数学を学ぶ．旋盤工になる，共同体組織をつくる，飾

一･子に歩き方を教える，ノＭｆ:校の学級が地力新川に宛てて手紙を沸く．教誰プロジェ

クトでインターネットを介してＮＡＳＡの科学肴と共Iiil研究する，ノk徒から牧師へと移

行する．家庭と学校のIHIでアジア系アメリカ人としてのアイデンティティを交渉する

といった経験，これらはすべて，われわれが注目する「一般化」とよんでよいだろ

う。これらの経験はいずれも１W航一すなわち，新しい知識，アイデンティティ，知

る方法，そのilt界でのF1分の新しい位脱を柵築すること－を伴っている。知倣瑚航

は個人にとって必然的（consequential）であり，発達的な性質をもち．個人と社会

的活動との変化する関係の'１１にある。知識j繍刷は明らかに一般化についての転移の考

え方をかなり越えて拡張している｡しかし，そこには転移概念が比喰的に課題１１０の知

識の移送と適用だけに限定してしまった教育の領域も含まれる。

②共変移の概念

われわれが変移（transitiOn)☆，という高業で表現しようとするものは．個人と社会

7.11,ＡＲＴｌ学Ｗ抽勤を州解する
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的活動の関係の発述的変化である。こうした関係の変化は．個人の変化，活動の変

化，あるいはその仙j方の変化によって起こる。変移は，社会的時空間を越えて知蛾が

どのように一般化され瑚殖されるのかを理解するための概念である。変移が意撤的に

反省され取り組まれ，学制新個人の自分が何粁であるのかという感覚（senseofself）

や社会的立棚を変えるとき，それは必然的で爪大な共変移（consequential

tmnsition）である。このように共変移はアイデンティティと知識噌殖を結びつける。

教師になっていく大学'k，維憐方法が再組織化された仕ﾘIに適応しようとする労働

者，生まれてはじめて数学に熱心に取り紺んでいる中学生，ファーストフードレスト

ランでアルバイトをする高校生といった例はすべて．個人にとっても特定の社会的組

織にとっても必然的な共変移である。実践共同体とそれらの境界の交渉を描いたウェ

ンガーの優れた粁作（Wen間er､1998）は，同じような現象や間心に司及しているが，

そこでは実映自体が零寮や分析の蝋位になっている。

われわれは共変移を４つの類型一側方変移（MtWaltransition)，柑瓦変移

（collateraltransilion），包含変移（encompassin間transition)，媒介変移

(mediationaltransition）－に区別する。側方変移と相互変移は，人々 が既存の社

会的活動Ⅲlを移動する勘合である。包含変移と媒介蛮移は，人々がある活動内に入っ

ていく嶋合，あるいはある新しい活動を創逝する場合である。こうした麺型化はjlt純

化されたものであり，実際は１つの類型から他の額型へと間をおかずに移行する。し

かし類型化することによって，共変移の核心的特徴を共有しながら，個人と社会的活

動の川の関係変化のさまざまな主要形態を表現することが可能になる。

･変移は社会的時空'1Mを越えた知識哨剛を伴う。知織地航は，アーテイファク卜

（人二l:物）に具体化きれた社会的組織INlの結びつき，連続性や不連続性や矛盾を

含んだ社会的組織間の結びつきを通して行なわれる億知識は変移の途上で柵成ま

たは再柵成される。

･共変移はアイデンティティの変化を伴う。すなわち．知識瑚殖とともに．自分が

何希であるのかという感覚，社会的立賜，新しい何者かになっていく感覚に変化

が起こる。だから個人や組織（instilution）は共変移をつよく意識し，時には、

それらがなぜどのように起こるかについて．公然と凝結されたアジェンダをもつ

こともある．したがって変移は，その個人にとっては進歩を含むものとなり．本

来的に発述的なものとして理解される。

･共変移は個人に起こる変化でも，社会的活動に起こる変化でもない。共変移はこ

の両将の関係の変化である。そこには，その再州的関係が変わり得るような多棟

鋪４噸此愛稚７５



な方法が常に存在する。

(1)側方変移

側方変移（laterKlltransitions)★４は，１つの方向へlillいた歴史的に関係がある２つ

の活動間を個人が移動するときに起こる。たとえば，パイロットになる生徒のように

学校から仕耶場へ移動する場合，算数を何年か学んだあとで代数学Ｉを履修するﾉﾋ従

のように，ある学科から他の学科へ移動する珊合などである。側方変移では．ある活

動への参加は他の治勤への参加に先立ち，のちに他の活動への参加に取って代わられ

る。側方変移のもつこの一方向性は，典型的な転移とよく似ている。側方変移は，活

動の特定のシークエンスに何らかの進歩観が埋め込まれており，活動間の個人の移動

にも何らかの進歩観を伴う。側方変移ではしばしば．ある活動はそれ以前の活助より

も発逆的に進んでおり，以前の活動は新しい活動のための地伽であるとみなされる。

たとえば，高校生は自分のことをたまたま小売商光について学んでいる学生だとは思

っておらず，兇Ｗい期間を総て小売店主になっていく者だと思っている（Beach，

l995b)。側方変移と結びついた一・方向的な進歩観は，小光店主になる過程で起こる

生徒の訓･棟法の変換を税明するために欠かせない。

レイヴとウェンガー（1991）の断酒会の研究では．血線的で不可逆的な側方変移と

非直線的で交渉的な柑互変移が区別きれている。断酒会メンバーからみれば，アルコ

ール依存症将になることには，知識とアイデンティティの大規模で不可逆的な変化が

伴う。しかし脱アルコール依存症者になるということは．たとえそれが進歩であった

としても，非飲酒稀のコミュニティと飲滴将のコミュニティに行きつ展りつ並行的に

参加することなのである。次にわれわれは，はるかに複雑な後者の変移形態について

検討することにしよう。

(2)相互変移

柑互変移（collatcraltransitions)★‘とは，歴史的に関係がある２つ以上の活動に個

人が比蚊的何時に参加する場合である。相且性（collaterality）の概念は，家庭と齢

校を移動する子どもたちのホームワークを調盗したレイニツク（Reineke､1995）に

より初めて提哨された。相互変移の例には．学校と家庭の日常的な移動，放課後のア

ルバイト参加，学校での人文科学授業と自然科学授業の移動があげられる。生活の中

では側方変移よりも抑f変移の方が頻繁に起こっている。しかし相互変移は多方Inj的

な性質をもっているがゆえになかなか理解しづらい。活動間を行きつ戻りつする移動

は，移動そのものと結びついた明白な発達的進歩剛をもち得るのだろうか。次に述べ Ｉ
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る例からもわかるように．相互変移で起こる発達は．社会の進歩観と同じように進む

こともあれば．それとは以対に進むこともある。

小売店主になっていくネパールの学生を研究したときに，われわれは成人教室に参

加している小光店主の捌奔も行なった（Beach,l995a・l995b)。小売店主の学齢期に

は村に学校がなかったので，彼らにとってはこの夜iⅢ成人敬報が学校教育への初めて

の参加であった。彼らは学校と仕嚇場に並行的に参川Iしたが，自分たちを生徒になっ

ていく将だとは琴えなかった。彼らは，小売応主である自分に役噸つ統み杵き算数能

力を獲得するために同柵や算数の授業に参加したのだ。彼らはよい小売店主になった

が．よい生徒になっていったわけではなかった。これは，学校への参加がそのまま発

達的進歩の形態をなすネパール社会の観念とは異なっている。

ファーストフードレストランでアルバイト梁を学んでいる淘校生についての研究

(Beach＆Vyas・’998）でも．柑玩変移はアメリカの既存の発述的進歩剛とは汎なって

いた。生徒は学校で知った数学．科学，国語以上のことは何も学ばなかったし．ファ

ーストフード会社は．生徒がサンドイッチづくりで獲得した技術は狸知的にも低レベ

ルにあり，その社会的地位も低いとみなしていた。学校とｲl:１１１場の柑亙変移が既存の

発逮的進歩棚と合致しないのは驚くことではない。しかしわれわれの研究は．尚校生

がこの柑亙変祁のI|'で発述することを示した。生徒は，学校牧育とは遮って，学習の

ための支援的アジェンダがない生産活動の中で，もがきながら学刊能力を発達きせる

のである。

相互変移の殿後の例はバワース（BowersLl996）の研究にみられる。バワースは９

週Ⅲの牧授英験を行ない．小学３年生が加減算過稗の妃り･化の新しい方法を柳築する

梯子を調べた（Cobb＆Ｂｏｗers,1999も参照)･生徒たちは，正枢任が紙・鉛筆を使

った標準的な加減算のアルゴリズムを教える算数授業にも参加した。バワースによれ

ば，２／３の生徒は叶郡過程の記号化の新しい方法を活用して，正規の算数授業のコ

ラムアルゴリズムの数的意味を発述させた億しかし洩りの4ｉ徒は，帥数授業での標地

的なiil･騨アルゴリズムの道具的仙川と実験授業で柵築された加減範のi肥号化下段を肌

に切り替えただけだった。このように相互変移はある人にとっては知織の変換であっ

たが，他の人にとっては数学的な符号交換にすぎなかった。柑互変移の例は，共同体

の知識と知忠を教蝋のリテラシー実践に引き入れる牧師と生徒についての研究

(Ｍ011.1992)．子ども/唯徒といっしょに数学の桁岨を此同柵蕊する親や教師につい

ての研究（Reineke,1995)，社会的階級や家庭での親の介入と小学生の学校参加との

関係についての研究（Lareaul989）にもみられる。

相互変移は他のどの頬型よりも．既存社会の発達的進歩観に疑問を投げかける。こ

術４軍此煙移７７



れらの発達的進歩観はたいてい．ある特定の社会的活動の始まりを起点としたヒエラ

ルキーの中で，どの程度高い位佃にあるとみなきれるかに比例して，知識を価値づけ

る。相If変移は，発述的進歩がこうした班lf[的座標にかたよっていることを1111巡視する』

(3)包含変移

包含変移（encompassiI1gtransitions）は，それ自体が変化していく１つの社会的

活動の境界内で起こる．広い愈味ではすべての社会的活動は変化する。たとえ儀式，

ルーティン，リバイバル，ルールによって沿肋の恒常性を維持するための共ｌＩ１的努力

がなされたとしても，社会的活動は変化していく。包含変移の第一の形態は，レイヴ

とウェンガーによる正統的周辺参加の概念でとらえられている。活動は，その活動の

十令な参加者になっていく変化する個人に比べて安定している。「つまり．学判肴は

杏応なく爽独肴の共同体に参加するのであり，また．知識や技能の修得には，新参稀

が共同体の社会文化的実践の十余的参加（IulIparticipation）へと移行していくこと

が必要だということである」（Lave＆Wenger’1991.p29／佐伯訳1993.ｐ,l)。包含

変移の第二の形態は，活動がその参加肴の生活に比べて急速に変化する場合に起こ

る。たとえば．新しい数行改状に適応していく教師や，新しく導入されたＣＮＣ旋鮭

の操作を学ぶ伝統的旋盤工はこの変移形態を経験する。

側方変移と同じく，包含変移にはIﾘIl2Iな進歩観がある．しかし包含変移の珊合は，

それは活動間を移動する個人の方向というよりはむしろ変化する活動の方向と結びつ

いている。側方変移や机ｊＩ:変移と述って，包含変移は，たとえ活動の境界が仙人と比

戦して異なる迎庇で汎なる納果を伴って変化するとしても，その変化する境界をもっ

た１つの活動内で起こる。だが．この境界の怠味は絶対的なものでも隠れたものでも

ないことに注意しなくてはならない。むしろ活動の境界は発達的に越えられ#りるもの

であり（Engestrijm,Engcs【rbm.＆Kiirkkiiinen,1995:Gutierrez・Ｒｙｍｃｓ＆Larson･

'995)，境界物（boundaryobjects）の使用によって多様な活動に適合される１．分な

鯉通性をもち得る（S1mr・’989.1996)。

包含変移に参加する個人はしばしば，活動境界内に参加し続けるために現存の状況

あるいは変化する状況に適応していく過程を軽験する。包含変移は，専門家的役削や

教授的役割に枇代間の反砿を引き起こす。参加将の新しい１１t代が占い世代の知臓獲得

を助け，古い世代よりも卯'111束であるようにみなされる。急速な社会変化にif〔1ｍした

ときに起こるこのような世代反転を敗初にi肥述したのは，マーガレット・ミード

(Mead,Ｍ､）の古典的エスノグラフィＩサモアの思春期」である。今ロのわれわれ

は，コンピュータソフトウェアの学判でJIk徒や子どもに助けを求めるときに役削のIⅡ：
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代Ⅲl腿砿を雑験する。

われわれは旋撒のコンピュータ化に伴って変化する旋盤加工活動を研究したが，こ

れは包含礎移のよい例である（llunRwe＆BeaCh・’995:Hungwc,1999)。伝統的な旋

髄加工とは，旋盤工が旋盤を他って，リンケージやダイアルやレバーやケージで制御

きれた金属を切削し研磨することであった。だが最近になって．アメリカエ業にコン

ピュータ叶算制御（CNC）旋盤が導入され，旋盤工と部品製迩のIMI係を媒介するシ

ンボルベースのコンピュータプログラムがもたらされた。伝統的旋碓】:は，従来の旋

盤加工の知識をプログラムコードの組織的栂造や表象へと変換し，プログラムを通し

て旋盤を制御するという非同時的行為に適応することによってCNC旋盤加工を学習

する。それとは対照的に，次11t代の旋盤I:はCNC旋盤の学判に先だってカム旋盤加

工（機械操作による旋盤加工）を雑験していない。したがって，新IⅡ:代の旋盤工と旧

世代の旋盤工とでは，旋碓]:になっていくことの本質，旋盤加工コミュニティ内の地

位，戦人としてのアイデンティティが異なるのだ。

旋盤加工活動の技術変換において異なった時期に旋盤工になることは．包含変移に

特徴的な．変化していく人と変化していく活動との異時混柵的な関係の一例である。

拠時拠榊性（heterochronicily）は，放牒後のコンピュータクラブの発生

(Nicolopoulou＆Cole‘1994）や学校をもとにした我利所の発述（Wilcox＆Beac11.

1996）の並要な特徴として研究されてきた。

(4)媒介変移

媒介変移（mcdiationaltransitions）は．まだ十分に経験されていない活動への参

加を見棚もI)模擬するような紋fr的沿勤内で起こる。この変稚形態は符に職業教育や

成人教育でよくみられる（Beach,1993）が．学校のお店やさんごっこ（Walkerdine’

1988)，杵きことばの教授（Palincsar＆Brown,1984)．面術概念の学習（Sayeki・

Ucno＆Ｎａ鰍lsakn,1991)，共同体や仕１１鵬の徒弟制（Lave＆Wengcr,1991）などの

さまざまな活動にも見受けられる。媒介変移は，学校を越えた仙界と「あたかも」の

模擬的関係をもつ，教室に遮礎を世いた活動から，活動同体への部分的周辺的参加に

いたる連続線上に存在する。しかし，その連続上のどこにあっても．媒介変移は常

に，「輔三の対象（thirdobject)｣．すなわち参加者が現在いる地点と発達的に向かっ

ていく地点を媒介する地位を雄排している。これはヴィゴツキー（ＶｙＩｚ〔此sky，1978）

の股近接発述領域の概念とほぼ同じである。このように媒介変移は，参加している個

人に特有の発達的進歩観を常に具体化するのだ。

バーテンダー養成所に参加した成人がどのようにバーテンダーになっていくかを鯛
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べた筆考の初期の研究は．媒介変移の･例である（Beachl993)。そのバーテンダー

教室は．唯徒たちが現在いる地点一役者志望の知披人．レストランマネージャー，

大学院生一一と，彼らが向かっていく地点一バーテンダーやバーテンダー監粁肴と

して働くこと－のIIIlIll地点に位慨していた。生徒たちは暇初は沸かれたメモを用い

てレシピを記憶していたが，正確さに加えてスピードも求められるようになると，そ

れまでの方略をやめて，ドリンク混合そのものに関連した紀憶補助道具を用いて対処

した。職業学校のiili肋は２つの乳なった活動システム'''1の橋渡しとして存在し，それ

に参加する学唯に対して発述のアジェンダを具体化した。

これら４つの変移形態一側方変移，相互変移，包含変移，媒介変移一はまった

く別々のものにみえるかもしれないが，ひとまとまりのものとして扱える共通蒋徴を

もっている。すなわち．どの変移形態もどこか別の場所で盤押されたものを適用し使

用するというのではなく，知倣瑚殖を伴いアイデンティティを巻き込む。また．どの

変移形態にも学習将にとって１つ以上の進歩観が含まれており．どれもが発達過程と

して申し分ないものとして理解され得る。そして，どの変移形態も，サイン，シンボ

ル，テキスト，テクノロジーなどのアーティファクトシステムに体現された社会的活

動と人との変化する関係から成り立つ。このことは人と活動の11蜘}的IMI係を秘めるだ

けでなく，その再Al}的IIII係こそをlﾘl確な研究対敷とする。

③共変移を研究する

共変移の研究には新しい方法強（methodology）が必喫である。ここでいう方法鎧

とは，われわれがすでに多くもっているような分析の実股的方法や辿典のことではな

い．筆者は方法勘に関するヴァルシナー（ValsinerJ989:Kindcrmann＆Valsiner，

1989）の広大な概念に依拠して，この言葉を次のような意味で使っている。すなわち

方法論とは．データを組み立て，デザイン／メソッドについて検付し．共変移の栂成

概念と知倣期航（われわれがＩＭＩ心をもっている一・股化現象）を関係づける適切な問い

を生むような新しい方法のことである。筆蒋は共変移研究の方法輪がもつ４つの重要

な側面を取り上げる。そしてわれわれの研究から得られた知兇を引用しながら，その

ような方法論がわれわれに「もたらす」ものについて説ⅢＩしていく。

(1)分析単位としての発逮的カップリング

カップリングの概念はヴァレラ，トンプソン，ロッシュ（Varela,Thompson＆

Rosch・’991）の研究とその将作『身体化きれた心（Theembodiedmind)」（1991：

釦ＰＡＲＴ１学洲ｉ,Ii動を即鮒する
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