
Maturana,1975;Varelal981も参照）に由来する。彼らは稲の特性や環境の特性．あ

るいは分離可能なシステム1mの相互作用としてではなく,棚と環境の愛化していくIMI

係．２つのシステムの継時的な柳造的カップリングとして此進化を蝋明するために．

ポストダーウィニズムの進化生物学とコネクショニズムを援月Ｉしている。われわれは

発達的カップリングの概念をこれと同じように考えている。

発逓的カップリングは，変化していく個人と変化していく社会的活動の両1mを含ん

でいる。佃人や活動ではなくカップリングそれ自体が，研究の根本的１１１位であり凹心

なのだ。カップリングは，不変の文脈に個人が閉じこめられているとは考えず．時空

川や変化する社会的活動間を個人が移動していると想定する。もし文脈が不変にみえ

るとすれば．それは文脈を一定に保とうとする共同的努力がなされているからである

し，もし仙人が不変にみえるとすれば，それも価常性を保とうとする努力が常になさ

れているからである。カップリング自体が変換するし発進するのだ。カップリングの

方lfll性と因果関係は，動因的（efficient）あるいは1Ｗ件的／後件的（antcccdent／

consequent）ではなく，本質的に相関的あるいは関係的である。そして発達的カッ

プリングは必然的にアーティファクトを伴う。アーティファク卜とは，人の愈図やエ

ージェンシーが何らかの形に典体化されたもの．特定の時代の特定の社会的糾織化に

参加している特定の個人を越えたもの．のことである。

而柚の数学的概念は，分析単位としての発達的カップリングの説珊に適している。

而欄には艮さと鯛という性質があり，両方の性質がなければ面積は存在しない。長さ

あるいは棚を変えると面積が変わるが．長さと拙の両方の蛮化が必ずしも而柵の変化

をもたらすわけではない。長さも幅も除外した数学上の点が研究可能であるように．

理鐙的には艮さと柵を個々別々に研究できる。しかし而禰については，継時的に変化

する長さと幅の関係から知るしかない。これと同じように知織瑚馴は，変化する人と

変化する社会的活動の発達的カップリングとしてのみ理解されるのだ。

分析i１１位としての発述的カップリングの第一の例は．ネパールの田舎の学校と代りｌ

期の川の移動に伴う叶算法の研究である（Bcach・l995a・l995b)。ここには側〃変移

と相虻変移の例が両方含まれている。第二の例は，巨大アメリカ自動巾巌業内で機械

操作テクノロジーからコンピュータ化テクノロジーへの包含変移を成している旋盤工

についての研究である（Hungｗｅ＆Beach,1995;IIunRwe・’999)。

研究の舷初の1J的は，ネパールのある村の学校と仕耶kﾙの川の移動において勝将と

大人の叶郡法がどのように変化するかを理解することであった。その当時．ネパール

の田舎では，学校と仕事場の関係に２つの大きな社会的変化が進行していた．まず１

つ目の変化は，地元の小売店主になる高卒将や高校中退者の期加である。農業以外の
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ｲI:ﾘの獲得に対する高校敦育の効力が薄れてくるにつれて．家族的自給自足腿業を続

けたくない人たちにとっては小売商売が選択肢の1つになった。もう１つの変化は，

成人牧室に参加する小光店｡kのj仙加である。彼らは自分の学齢期にはまだ学校敬禰が

合法化されていなかったため，それまで学校に行ったことがなかった。小光Iil;主たち

は．成人教案では小売店の利益になるような読み書き算の方法が得られると考えた。

こうした社会的レベルの変化は，地元の小売店主に高卒荷を弟子入りさせたり．成人

牧室に小光応主を入学させたりすることによって，局所的（local）レベルで脚発的に

現われた。われわれは，生徒が小売商売に参加した数か月IⅢ，および小允Ｉｊ１ｉ主が学校

敬育に参加した数か月間にわたって彼らの計算法の変化をたどった。

生徒は小売商売への側方変移の中で新しい計算法を柵築した。彼らはコラムアルゴ

リズムから金銭榊造や計愚柵造を含む分解反復方略へと移行し，その方酪を補助する

ような斬しい炎iIdシステムをつくりだした。こうした叶算法の愛換は，学校牧行術動

あるいは小光商売活動に起源をもつのではなく，２つの活助lIlIの変移過程で生じたの

だ。そして，この変移および生徒の計算法には権力や地位が作川していた。村に学校

教育が導入される以前には，学校外で考案された計算が「数学的in･疎（hisaab)」の

地位にあったが，学校教育の導入に伴って，コラムアルゴリズムや縦算がしだいに

｢数学的iil･算」になっていき，他の前獄形態は「概算（andaji)」へと格下げされてい

った。生徒たちは学校で「数学的計算」を10年１１１１学んできたので，なかなか錐算から

離れたがらなかった。それと同時に彼らは，自分自身を新しい何考か，つまり小売店

主になっていく者だと思っており，多様な計最システムが絡む価格変史や噸客別人総

制･にとってはコラムアルゴリズムが非効率的であることを知った。そうして，研究に

参加した生徒の半数以上が実際に小売店主になっていった。

成人教案に参加している小売店主の変移は相互的であった。小売店上は商品の複雑

さと,Ｈ１質を高めたいがために成人教室に参加した。彼らは自分がもっている叶算方略

レパートリーを縦記コラムアルゴリズムで補うために成人牧顎を利川したのだ。小売

店主は生徒になっていく直線軌道上にいたのではなく，小光店主として維済的利益を

高めていた。彼らの計算法がその明らかな証拠である。彼らは牧宝の授梁が終わると

叶算操作記号を急速に忘れてしまって使用しない。なぜなら．活動内実磯ではコラム

アルゴリズムに操作記号が必要ないからだ。

少なくともjIl･算法のﾘＩ例において，側方変移と机ｉｆ変移，そして個人と活動の川で

発述したその持定のカップリングは多様であった。側方変移も柑爪変柊も学校と仕１１ﾘ

ﾑﾙのlHjの移動であることに変わりはなく，小売店主と生徒のいずれもが，瞥紀化され

た．あるいは書記化きれない，多様な方略やアーティファクトを活川できるようにな
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ったにもかかわらず．それらは異なっていたのである。したがって．活動の性質から

も参加者の個々の作最からも．これらの共変移を説明することはできない。また人と

活動の相互作用も共変移の十分な説iﾘlにはならない。なぜなら，人と活動は常に生活

において共起するにもかかわらず，祁互作用という考え方はこの二者を分析的に分離

してしまうからである。それによって，人と社会の再帰的関係がそのまま放置される

｢ブラックボックス」がつくりだされてしまう。

発述的カップリングの概念は人と活動の変化するＩｊ所的関係（localrelations）を

理解するにはｲj効であるが，それだけでは共変移の部分的な説明にとどまっているｃ

よりマクロなしベルの説明をするためには，さらに２つの方法詰上の概念，すなわち

主導的活動（lcadingactivities）と異時混榊性（heterochronicity）が必要である。こ

れらの概念については，包含礎移における発述的カップリングを説明したあとに詳述

したい。

第二の例は．アメリカの巌業におけるカム旋盤加工からＣＮＣ旋盤加工への包含変

移の途上にある旋盤Ｔに関する研究である。これは約10年前にローラ・マーティンや

シルヴイア・スクリプナー（Martin＆Scribner:1992:Martin＆Beach,1992）と共

同で姉めた研究を仰考したものである。

過去30年IIUにわたって，アメリカの旋盤加工は外1面Iからの経済的庄力を受けて激し

く変化してきた。その大きな変化の１つは，金楓やセラミックやプラスチックを切断

するための方法が，カム旋盤による部品づくりからCNC旋鮭やプログラムの使用へ

と移行したことであった。敗年から数1.年ものⅢカム旋撚を総験してきた旋盤工は，

ｎ分たちの参加する活動そのものが変化しているために変移の中にいると感じる。わ

れわれは，これらの旋盤工におけるカム旋盤加工からCNC旋盤加工への変移過税を

研究した。

ケドモン・ハンウイ（Hungwe,1999）の学位論文は，アーテイファクト，対象，

旋雅J:の役削といった３つの柵成嬰紫からなる発述的カップリングを記述している。

３つの柵成要素のうちのいずれか１つあるいは２つにおける変化が．変換すなわち旋

盤工と旋盤加I:活動の新しい関係の創造をもたらす。私は．器構成要素は一定ではな

く，カム旋雛加12からCNC旋盤加工への包含変移の途上で変化すると考えている．

変移の過程でのアーテイファクトの創造や使川は一次的なものから二次的なものへ

と移行する。一次的アーティファク卜は旋盤の切断操作や製造部,I&と直接の物質的関

係をもつ。金偶を切断する道典の音や見かけや匂いはもちろん，レバーやダイアルや

計器も一次的アーテイファクトである。これらは旋盤操作にリアルタイムで配置きれ

る。だが表記プログラムコードの形をとる二次的アーティファク卜への移行lこよっ
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て，それまで旋盤を制御していたアーティファクトシステムは，もはや旋盤の柵造や

切断過程の組織化を直接には行なわない。アーテイファク卜（人川の意図を典体化し

た社会的対蛾）の沸細な注釈は．三次的アーテイファク卜のみならず，一・次的，二次

的アーテイフアク卜についても，ワートフスキー（WartofSky，1979）を参照すると

よいだろう。プログラミングは旋盤と何時に作動するのではなく，旋盤操作に先だっ

て，しかも工珊から離れたオフィスで行なわれる。CNC旋醗加工を学習する伝統的

旋盤工は．２つのアーテイファクトシステムの組織化における見かけは似ているが災

際にはI‘jlじではない机迎点に直面して苦労した。

第二の柵成饗素である「対象（object)」は，旋盤工が生産する実際の部品から，

数千の部品を生産できるコンピュータプログラムへと移行する。カム旋盤では一部分

が変化するごとに腿々しいセットアップが必要であったが，プログラムの場合はほん

のわずかな卿砿だけで，古い部航を修正した新しい部品を旋盤に生巌させることがで

きる。このように災期的にみれば，会社にとっては部品よりもむしろ旋盤を制御して

いるプログラムの方が価値が高い。プログラミングを行なう旋盤工は，その対象とな

るプログラムの柵確さと能率性に関心がある。CNC旋盤加工を学習してきた藩い旋

撒T:にとってそれはきわめて門然なことだが，CNC旋盤加二l:を学制する以前に20年

|mもカム旋盤加工を総験してきた熟練旋盤工にとってはこうした対蛾の移行は困難で

ある。

第三の柵成要素である旋盤工の役割は．旋盤工のもっている熟練Ⅲ:としてのアイデ

ンティティに血接結びついている。CNC旋盤加工を取り入れるための活動の拡扱に

より，旋碓i:の仕Dlfはオペレーターとプログラマーに分削された。オペレーターの仕

耶は旋盤をセットアップし，迎転中にモーターすることである。プログラマーは旋雛

加工過程の制御を引き受ける。オペレーターもプログラマーも部品製造に全責任を負

うわけではなく．職人としてのアイデンティティの喪失も経験しない。この変移は．

さらに熟練した--．郁の旋盤工たちにとってはたいへん亜大なことであり，その紬果，

彼らは賃金は別として地位の低下につながったとしても．CNC旋盤加工を離れて工

陽でのカム旋盤加工に戻った。それとは対照的に，CNC旋盤に佃れている若い旋盤

工たちは．CNC旋盤加工は会社内外での自分の地位や市場的価値を高める手段であ

ると碁えた。

カム旋盤加｣:からＣＮＣ旋盤加工への共変移は包含的であった。旋醗1:と旋鮭加工

活動の関係の発途的変化は，変化していく活動の境界内で起こった。そこには，知識

とアイデンティティが完全に断絶した例はなく，またそれらが完全に連続した例もな

かった。われわれが変移に見いだしたのは，アーティファク卜と対象と役割の関係に
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おける変換．つまり知織に加えてアイデンティティや維済的側而も織り込んだ発逮的

カップリングであった。

(2)主導的活動と異時混滑性

人と活動の局所的な発達的カップリングのレベルだけでは共変移を十分に珊解でき

ない。活動は個人とだけではなく，もっと広い制度的‘社会的．文化的iWi力化r“s）

とも関係している。活動は，

…物質的で身体的な主体の生活の全体的な１１t位であり．加算的な)１１位ではない。よ')狭

い意味では，活動は心理的腫映（mentaIrenection）に媒介されたﾉk橘のIIi位である。こ

の単位の現実的侭能は主体を対象世界に向かわせることである。すなわち橘勤は反応

(rcaClion）でもなければ反唯の総体でもなく，それI‘１体の柵通，それI‘１体の内的礎換，そ

れI:１体の発速をもったシステムである‘，（Lmnl'cv,1981‘ｐ､46）

旋盤加工をする，バーテンダーをする，学校教育を受けるといった活動は，それ自

体が発達的である。しかし，これらの活動に参加している個人にとって．さまざまな

活動タイプ川の関係は．中立的でもなければ11tに加弾的なものでもない｡レオンチェ

フ（LcOnt'cv.Ａ､N,）によれば人'111のjPk活は，

…個々別々の活動から機械的に暴かれるのではない。ある特定の時期にｋ導的で．偶人

の後の発連に大きな意義をもつような活動もあれば，それほど煎混ではない沿動もある。

発進に主妥な役荊をはたす活動もあれば．柵肋的な役削をｲ11う涌動もある。（Leont'ev･

'981.p95）

たとえば，遊ぶ，学校牧育を受ける，働く，引退するというのは，ヨーロッパや北

米社会に特徴的な主導的活動カテゴリーのシーケンスである。それぞれの主導的活動

は次の活動の地備となる。自給自足の農業社会における_k導的活動のシーケンスで

は，遊びの次には家峡や共同体と深く紬ぴついた仕帆があるだけかもしれない。だ

が．このことは，個人の発達に順に影騨を与える活動カテゴリーの発連的シーケンス

を決めるのは所与の社会であるというふうに解釈されるべきではない。ある活動が他

の活動に比べて個人にいちじるしい影響をり.え「主導的」であるかどうかは，その社

会に特徴的な活動カテゴリーのシーケンスと．その油動に参加する側人史の時期によ

って共決定きれるのだ（Beach、l995a)。人，活動，社会の変化は爪いに関して異時

混禰的である。つまり，個人の変化速度は活動の変化速庇より遮く．活動の変化速度

は社会の変化速度より遅い。上述のように．共変移の品もわかりやすいDII例は．個人
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が活動に参加している期川内に油勤と社会が変化する例である。異時混禰性

(hctcrochrony）（分散されたテクノロジーシステム内の概念の詳細については．

Hutchins､１９９５参照)，すなわち人と活助とよ')マクロな社会的過程の関係のタイミ

ングが，しばしば共変移や発達的カップリングの性質を決定する。

さて再びネパールの研究を概観しながら，共変移の理解にとって主導的活動と異時

況禰性の概念が有効であることを永そう。研究が実施された時期の村には，学校と代

りI嶋川の変移に対して根本的に汎なるIlU係をもつ２つの１１t代が生活していた。新しい

世代は小充店主への弟子入り以IMIに災川lIIjの学校生活を送り，小売商売の経験はして

こなかった。古い世代は学齢期に学校に皿う機会のないまま，成人教室に参加する以

IiiIに小売店主として少なくとも４年llIlは働いてきた。この２つの世代を比べると．学

校教育を受けることと小光店を総僻することの時IIll的関係，およびネパール社会の大

きな変化との時11M的関係が災なっている‘，村人の生禰と活動と社会の典時混榊性は，

学校教育と小売商売との変移で実際に起こっていることを理解するためにきわめて砿

要である。

小売店主に弟子入りした生徒たちは，ネパール社会に入っていく世代に特徴的な

く学校一仕邪〉のシーケンスに従って．ある}｛禅的活動から別の主導的活動へと側方

変移をしていた。しかし，少なくともネパールの農村では，この２つの活動の動機は

互いにほとんど関連しない。学校では卒巣証瞥取得が動機となり，活動対象は勉学の

向上であるが，仕事では小売店主になることが動機となり．活動対象は商,iihの売り上

げの向上である。このように関巡しない祖数の動機によって，学校教育とそれに結び

ついた学校的削･献法は，村の仕ｲI活動に州め込まれた,１１．節法とは切り離された上位の

地位を獲得する。生徒たちが小光店主になることを学びながらも，学校で習った計算

手続の表記方法をなかなか省略したがらない理由の１つはそこにある。

他方，成人教事に入学した小売店主は，ネパール社会の２～３世代前に特徴的な

く仕珊一学校〉のシーケンスに従った，北導的播助と非主導的活動との相互変移に参

加していた。小光店主が成人教室に参加する助擬は，さらに店の継徴や拡扱に役立つ

知識を獲得することであった。こうした動機は，小売店上になっていく生徒とは対照

的に．小売店主が成人教室で計算のアーテイファクトや組繊化や操作の柔軟なレパー

トリーを発達させたことにあらわれている。

学校と仕掘は明らかにネパールのIⅡ弁では主導的活動のカテゴリーである。しか

し，ある活動が活動の社会的シーケンスとして主導的かどうかは，その活動への参加

がなされた時点の個人発進の時期や世代発述の時期と大いに関係している。このよう

に活動は，個人と活動の局所的なカップリングと大規模な社会的変化を媒介する。同
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じような典時混禰的な関係が旋盤加工に関する研究でもみられる。CNC旋撒加I:が

活動に導入される以前にカム旋盤加工に鵬わっていた人と．アメリカ産繋内にＣＮＣ

旋盤加1:が没逸したあとに旋盤工になった人では，CNC旋盤の学判における発述的

カップリングが異なっていた。

(3)水平的発逮観

もしわれわれが共変移を発逮的現象だと考えようとするならば．共変移において何

が究極のｕ的や進歩を柵成するのかを説叫しなければならない。現災のｌＭ:界から抽敷

性の高いレベルへと垂直的ヒエラルキーを移動することを進歩だとみなすのが，人Ⅲ

発述についての主流な考え方である。この進歩観をもつ最たるものは発生的挫撤織で

あるが，エンケストローム（ＥＩ鴫eStrOm，1996）やファン・オアース（vanOers・

'998）も折摘しているように，ヴイゴツキーの文化歴史的理勘もこういう進歩槻をも

っているという点では例外ではない。進歩観は研究や批評にとって敢饗である。進歩

観はしばしば実践的行為の焦点になるので，どの発達理論でも真剣に取り上げられる

べきである。しかし，これは，ある特定の進歩観を促進する理論とは災なる。蝋・の

発逮的進歩肌しかもたない珊倫は‘分析の道具であることからかけ離れて．行為規範

や進鵬尺血や改状嬰淵になってしまう危険性がある。特に教育の釧城ではそうであ

る。社会が制哩や活動によって個人の進歩のアジェンダを示すのだとすれば，その進

歩剛を学刊や発述の理論に埋め込むことは，理論と現象との分析的緊張力．ひいては

あらゆる分析力の低下を引き起こすだろう。最悪の嶋合には．その社会で支配柚をも

つ人たちから受け継がれた発逓的進歩のものさしとなって．他の人たちを沈黙させ抑

lIfし非難することになるかもしれない。したがって共変移の概念は．１つの発速的進

歩観をアプリオリに特椛化することなく複数の発達的進歩観を含まなければならな

い。

ファーストフードレストランのアルバイト店貝になっていく商校生の研究（Bcach

＆Vyas‘1998）には，共変移において何が発進的進歩を栂成するのかについての対照

的な琴え方が示されている。この蛎例は長期的に結びついた２つの活動IⅢ（商校とフ

ァーストフードレストラン）の相互変移である．ファーストフードレストラン席梁は

アメリカ合衆凶の高校生たちの主婆な服用余だが，逆説的なことに，ファーストフー

ドレストランの府側になるということはアメリカ祉会の側人的進歩についての実際の

替え方とは相反している。ファーストフードレストランはアメリカ合衆側の商校生に

とって唯一蛾大の屈用主であり，多くの生徒たちに家庭外で鹸初の仕耶維験を与えて

いる。こうして，学習を活動対象とする学校に参加している生徒たちは．生唯を活動
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対象とするファーストフードレストランで．仕邪活動の中にある学習要求に出会う。

アメリカ合衆囚は近年，〈学校一仕ﾘI〉の移行の問題に対して関心を高めてきてい

る。1988年にＷ,T,財団（Ｗ､Ｔ・GrantFoundation・’988）によって刊行された「忘れ

られた半数の人々：アメリカにおける大学に行かない若者たち」は，アメリカの若肴

の50％以上が４年制大学に行かないという耶実を指摘している。このレポートは．ア

メリカの若肴の過半数がわれわれの社会に支配的な知的経済的進歩のモデルと合致し

ていないことに蘭及し．人絡的経済的成功へのもう１つの道．すなわち４年刺大学の

学位取得を含まない道を促進賛助し，定式化するための一連のく学校一仕耶〉プログ

ラムに，豊樹な資金を提供して新手した。

ファーストフードの仕事は，〈学校一仕耶〉の移動の中でも望ましくない例，つま

り知織も技術も憧金も低い城川だとみなされている。アメリカ合衆同労働符（ＵＳ・

Dept‘(DfLabor､1991.ｐ､２２）が1991年に発行した慨(ｌ識「仕耶が学校に求めるもの」

は，アメリカ社会の経済の未来は「商い技術，商いテクノロジー，高い賃金，知識主

導の」仕事にあると述べている。このレトリックはアメリカの産業政策担当者や教育

政策担当者によって広く用いられてきている。これは知識や技術のヒエラルキーを１２

外することが個人の進歩だとするメタファーに肌め込まれている。報告杵の殿終車で

は．大学への進学や将来の職秘にかかわらず．すべての生徒が学校で狼得すべき．仕

事に関係した一般的な技術と能力が描かれている。そこには．個人の認識は抽象度や

脱文脈化度の高いレベルへと進歩するのだという前提がある。

アメリカ社会や上述の主要な発逮理鎗に支配的な進歩観は．知識と技術のヒエラル

キーを｣:へ向かい，人'111のiili動の具体性からかけ離れている．われわれはこのような

lM-の発述的進歩観は有碓ではないと考えている。われわれの研究で観察した生徒た

ちは，この支配的な進歩観をまとった学校牧育とその反対に位胆するファーストフー

ドレストランとの間で机亙変移した。これによって，個人と活動のカップリングや，

活動と社会の関係には，支配的な進歩肌とは以対にある発達的なものとして検肘する

機会が提供される。

会社が計画したファーストフードの店叫の訓練は．持場ごとのビデオテープと，各

ビデオの視聴後に実施される兼記習熟テストから構成されている。ある持場のテスト

に合格したならば，次は実際の持珊で維験農かなクルーメンバーとの訓練が行なわれ

る。会社のもっている知倣伽や技術観は．アメリカの職業の知的ヒエラルキーにおけ

るファーストフード産業の位佃と合致している。つまりそれは底辺に近い場所であ

る。訓練ビデオは持場の仕１１を・連の行動要索に分解し，その流れを３回くり返して

見せる。会社の知識観によれば，ファーストフード業務の知識は，数学や科学や国語
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といった特定教科の理解を進めるわけではないという理由で，学校で獲得される知識

とは発述的にⅨ別される。このように会社の知識観は哩業についての社会的ヒエラル

キーと合致し，学校教育との川に発進的境界を披けている。しかし．われわれは店貝

になっていくことと学校への参加が無関係だとは思わない。実際に学校での学習活動

の櫛造は，ファーストフード業務のような生産活動で学ばれるべきこととすべて関係

しているのだ。

会社の狐練カリキュラムは，ファーストフードの店凹になる途上で実照に起こって

いることとはほとんど関連していない。従業員の屈川同転卒が問いので，たいていの

新入従業員は即席の欠員補充として雇われ，訓練ビデオを見ることはなかった。なか

には訓練用の導入期間があった人もいたが，ほとんどの人は店側の共Iiil生巌を維持す

るために蝦初から持場の仕耶を任された。活動は時川に迫われており，〃i側は仕耶を

迅巡に正碓に遂行するよう脈力をかけられる。ある製品の不足により店貝の他のメン

バーの生産が遅れている場合には，正確さより早さの方が皿視されることもある。こ

うして生徒たちは，学校教育への参加とは異なる，生産を維持しつつ学び方を学ばな

ければならない立場に慨かれる。生徒たちは生産を維持しつつ学ぶための新しい手段

を発逮させ，訓練担当将かどうかにかかわらず経験磯かな店、がそれを助けた。ノk徒

たちは，生産活動の中で学ぶことを学ぶのを簡叩に途成したわけではなく，生産の股

中に学ぶ機会をつくり出すことに苦労して取り組んだ．

学校とファーストフード労働の相互変移を発達や進歩とは無関係だとみなすのに

は．さまざまな理山がある。たしかに．垂血的発達剛からすればそれは典拠である。

学校の教科について新しく学ばれることもなければ．致学や科学や伺舗の知織を仕リド

に使う機会もあまりない。会社の考え方はこれと同じである。すなわち．ハンバーガ

ーにのせるピクルスやマスタードの量を知っていても，それは発途的進歩のヒエラル

キーの底辺に位閥する狭い宣言的知識にすぎない。レストランで得た知搬は，より社

会的価値のある活動へと一般化する抽象的かつ概念的なものだとはみなされない。

われわれはこれに替わる水平的な発連的進歩観を提案する。水平的な発述的進歩観

を般初に提明したのはエンゲストローム（1996）であるが，われわれの定義する水平

的発述は，共変移，発達的カップリング，主導的活動，異時混耐性の概念と帝接に結

びついている。変移のいくつかの地点では参加者によって連続性や不巡統性が維験き

れるが，水平的発述は個人と社会的活動の新しい11M係の変換やiW避から成り立つので

あって，辿統性や不連続性から成り立つのではない。このように水平的発逓はけっし

て社会的活動から切り離されない。社会的活動から切り離されたり．脱文脈化された

り，垂直的発達が現われるのは．水平的発達の１つの特別なケースなのである。こう
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したケースでは，新しいレベルの象徴的媒介物が加わっても指示対象は変化しないと

想定きれているため，そこに含まれる新しいレベルの象徴的媒介物は発達に見せかけ

の一般性を与える。しかし旋盤工にIMIするわれわれの研究からもわかるように，新し

いレベルの欺徴化が加わると指示対象は移行する。つまり部IHIに替わってプログラム

が，旋盤工プログラマーの行為にとっての指示対象になる。

垂直的にみえる水平的発述は，たいてい人冊の進歩についての社会の支配的な秒え

方と紬ぴついているが，そのような進歩剛はただ解体され無視きれるべきだというわ

けではない。では，ファーストフードの店貝になる過程で商校生がいかに学ぶことを

学ぶのかに発述を「見いだす」こと，それはいったい何を意味しているのだろう？

第一に．もしわれわれの理詮的枠組みに社会の支配的な進歩観が埋め込まれていたな

らば，水平的発述の．形態として相而変移を理解する可能性は排除されていたに通い

ない。鋪二に．水平的発述が起こるという耶実は，ファーストフードの店側の活動と

結びついたきわめてＩＩＪ所的な進歩観に対応しているが，それとは正反対でさえある他

の発達的進歩観や活動とも関係している。最後に，生徒たちが生産活動の中で学び方

を理解しようと努力していることや，発達的カップリングが存在することをもって，

ファーストフードの店側になるということは社会が似めているよりもずっと価仙があ

るとか，２k徒にとって未来の仕耶の蝋附となるやI)がいある仕瑚だとか，雑済的にき

ちんとやっていける仕聯だと述べるのは不誠実であろう。しかしわれわれは，それに

よって．水平的発達が共変移の途上でどのようにして垂直的進歩の特徴をもち得るの

かという新しいiIIl題を提起できる。さらには．人IⅢの進歩についてのわれわれの侭念

は恥なる↑f後にある心理学理造ではなくなI)．研究され，批判され．必要な場合には

変えることもできる教が的，社会的な間迦となる。

④今後の課題

知識瑚弧（われわれが関心をもつ一般化形態）の理解と爽殴におけるその促進を共

変移として概念化するにあたっては多くの生産的挑戦が求められる。ｌつめの課題

は，社会的な時IMIや文脈を越えてどのように連続性が生み出されるかを説明すること

である。巡続性はしばしば，個人の特性の強さ，耐性．安定性，一貫性の指標とされ

る。それとは逆に．変化は困難に満ち緊迫した挑職的なものとみなされる。教育心印

学ではこのⅨ別がなくならないままである、教f『心理学は泌織の変化について多械な

過程や複雑な脱明を提案するけれども，個人による知織の移送と適用こそが文脈や課

題を越えた迎統性を可能にするのだという蝋純な前提に立っている。だが実際には，
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個人や組織は，時間や文脈を越えてアイデンティティの安定や科学的概念や、常の判

慣的行あを維持するために相当の努力をしている。この那実をみれば．教育心理学の

単純な前提がまちがいであることがわかるだろう。共変移は．知識が文脈を通して瑚

刷されるとき．変化だけでなく連続性も生み出す相互関係的な過程の適切な記述や説

明を必要としている。

もう１つの課題は，共蛮移において，アイデンティティ形成あるいはレイヴ

(1996）のいうアイデンティティ、作（idcntitycraftw()rk）が，どのように知織瑚航

と個体発生的に結びつくかを肌解することである。知倣の変化がすべて自分が何粁で

あるのかという感覚や社会的立場に1m接の影卿を及ぼすとは限らない。ｌ＋１＝２を

学んだあとに２＋２＝４を学ぶことは，その人のアイデンティティに直接には影騨し

ないだろう。しかし．これは１１１．にその知倣のみにかかわるのではなく．その知撤を一

部に含んだ社会的状況の関数なのである‘，クラスのＭｉの懇い」生徒が杵の前で肌板

の数学の問題を11畠し<解いたというような状況を巷えてみよう。少なくともこのでき

ごとは，クラスの中でのその生徒の社会的位置はもちろん、その生徒の自分が何蕃で

あるのかという感覚を揺るがすだろう。このように共変移の概念は．アイデンティテ

ィ創作が知識瑚欣によって形成されたり拙るがされたりすることについてわれわれに

考えさせるが．それと同じく‘アイデンティティ畑作が知識瑚殖を促進することにつ

いても考えなくてはならない。３人の知織人（社会評諸家のリチヤード・ロドリケ

ツ，ジャーナリスト兼編集者のマイク・ローズ．ハーバード大学前学長のジル．カー

コンウェイ）の自伝にみられる此空移を分析したガヴァー（Govcr,2001）によれば，

11分が何新であるのかという感雌や社会的lXjﾙのＭ１蝋が，過去と111能未来をつなぐ折

しい知織形態を通して渦動の探索や仙巡をもたらすという。

知識増殖を複雑な結びつき．つまり賦似性だけでなく矛盾や差異も含む弁征法的結

びつきの柵築として卸解することはまた別の裸迦である。われわれは，電気見習いI：

牧索において検定試験と労働実践に結びつきが形成されていく槻子を洲在している

(Bcach‘2001)。地知符り･体系の概洲上へと向かうl到家的な流れは，局所的な弥働火

践でのその使用と上級逓気工同家試験合怖のIIIlj方に役立つよう逝気符号の解釈に専念

する見胃い工敬室，つまり媒介変移の必要性をつくりlＨした。

このようにわれわれの研究は，個人にとって年代願につながっている共変移に蝶点

を当ててきた。しかし知識叩剛は，個人の肌点からは年代的に離れているできごとの

I川でも起こる。小学校低学年で加減鎌を学ぶことと青年期に初めて小切手根の雄ﾘ|勘

定をすることは，個人の人生においては非巡統的なできごとである，だが銀行による

小切手帳の差引勘定の発遠と粁及は，学校への多くの市民の参加に基づいている。つ
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まり．学校で計算を学ぶ活動と後に小切手帳を差引勘定する活動は，個人の直線的時

IⅢにおいては瓦いに離れているが，学校教育と銀行の小切手発行は雁史的に巡続して

いる。したがって，共変移としての知蛾刷別を十分に理解しようとするならば，活動

川の膳史的巡続性の分析が必要となってくる。

学校．家庭，共同体．仕事場のいずれにおいても．教育は人々が現存する社会に適

応するように叩附し．世代を越えた共同的な知識．価値，信念の巡続性を維持する。

だが同時に牧行は．個人が社会の変換に関与するようにも敢偏しなくてはならない。

共変移がIiﾘけられるのは後者だが，後将は必然的に前者の存在とiE統性を前捉として

いる。それはデューイやヴイゴツキーの著作から語り継がれてきた問題である

(Dewey・’985;Vygotsky・’987;PrawaL1999)。共変移は．新しい何粁かになってい

く個人にとっては必然的なものとして，また社会の発生（社会的活動，最終的には社

会の創造や変容）に貞献するものとしても．アイデンティティと鞘ぴついた剛識をｊＷ

砿しようとする，意織的な反有的取り組みである。それは文化の1V生曜であるばかり

でなく文化の生産である。家庭から学校，学校から仕耶といった，制度から制度への

円洲で「継ぎ、のない」変移の達成をめざす教育政策や経済政簸は，変換を越えた知

倣の巡続や111生を爪祝している。だが，仕邪珊的学校や学校的家腿をつくってその過

程を円洲にしようとするよりも，これらを比変移とみなす方が，その豊かな発述的性

間の利用の仕方を考えることにつながる。それと同時に，共変移は．個人から成る集

川がともに変移することをまったくあきらめ，その結果不利益を被ってしまうほどに

挑戦的であったり，破壊的であってはならない。これはおそらくわれわれの研究にと

って未来に脱かれた究極の保岨となる。

＊ｌ本稿は，Engestr6m.Ｙ、＆TuOmi-Grohn.Ｔ・（Eds.）２００２，”eﾉ叩加鋤如'何噸
αc伽町'e”"伽9s”伽”賊ＮＹ:Wiley・所収の論文を改訂したものである。

★ｌＩｌＧ(皿の‐socialorganizations‐は社会的に組織化される小態を炎わしているので，

辿常は｢社公的組織化｣と択しているが，本文において，学校や戦場などの叫体的な組

織を術し水している蝿合や，個人と対比して記述されている箇所では「社会的細織」
と伏した。

★２‐ＣＯ､託quentialtmnsitions‐に正確に対応するＨ本語はないが，著肴との協縦の鞘

果．愈味的に近似した眠柵として「共変移」をもちいる。「此愛移」は．

α)n雛quenlinltriUnsitioI1s‐という概念の砿嬰な‘Hf側面を表わしている。‐tmnsiti⑪１１§

（礎修)．は，個人と社会的組織の相玩変換（mutualtransibrmalion)．すなわち，こ

れらの関係の変化を含む。個人と社会的組織の相互変換が．参加している個人の「自

分が何稀であるのかという感覚（senseofself)」や社会的立場の移行を含むとき，そ

鯉’’八ＲＴ１学洲i片動を剛解する



れは．、nsequentialtransitions（共変移)”になる。

★３．.transitiOns･，は個人と社会的組織のIMI係の変化を指す概念として，辿併は「礎移」
と択しているが，典体的に佃人が複数の活動'111を移動する状況を術し示しているとき
には｢移動｣と駅した。

★４‐latcraltransition台鋳は．・方向的な叩序性をもつ２つ以１２の涌動川を仙人が移動
するときに生じる，個人と社会的組織の関係の変化を指す概念である。現象的に想定
きれているのは，個人がある活動Ｘに参加して何かを習得し，それをもとに用愈され

た活動Ｙに参加するような状況である。仙人と社会的活動との関係は，橘動Ｘから活
動Ｙへの移動とともに横洲りするだけで，両将の側係に本質的に避化は'ｋじないこと

が多い。「側方変移」という択甜はこのような関係変化の特微を炎わしている。

★５‐ＣＯⅡaterallransitions”は，関迎する２つ以上の添助に個人が並行的に参加すると
きに生じる．個人と社会的組織の関係の変化を指す概念である。現象的には，個人が

ある活動Ｘと活動Ｙに同時並行的に参加する状況が想定されている。この賜合，個人

と活動Ｘとの関係．個人と栃動Ｙとの関係は，柵11に影再を及ぼし合う“このような
間係変化の柑亜性を戎わすために，ｉ呪柵として「柵Ⅲ変移」をもちいた。

謝辞本苦文を翻訳するにあたって，石蝋広昭氏と柳町智治氏にたいへんお世話になっ
た｡特に網肴の行照氏には．蒋肴との迎緒をはじめ．新しい概念の即解や鍬Ｍ１創出の

過秘で，示唆に商む多くのアドバイスをいただいた。また．柳剛氏には‘１%(文の災現

や柵逓に対して貴敢なご愈兇をいただいた｡ここに肥して感州いたします｡

鋪.$願此礎体郷
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鴬留学生のための日本語教育の変・雌

顕 :典述,『締の'1;成による授堆の創造

【l】はじめに

日本の中学校や高校で行なわれているような外国諾（具体的には英舟がその大部

分）の教育とは異なり．大学進学あるいは大学院進学を希望する外I1il人に対すゐ１１本

IWF散ffは．第一:宮‘淵牧ffのﾔk賂をイル．それぞれの進学先で勉稚や研究棚肋聯を逆行

できるようになることをめざして行なわれる☆’こうした戦ｆｆでは・股に,蛾ＷｌｌｌＩ始

から約300時間の牧育を初級段階とよび．ｎ本研の雄本的な榊造にかかわる,荊郡項

（・股に，基本的な文型・文法事項とよばれる）を'''心として教育が行なわれるす

なわち．それらを僻造的な要撫とする蝶ｲく的な１１本柵炎現による．‘'１Wす．Illlく.I猟

む・'11:くの行技能ができるようになることをめざして戦ffがh･なわれるのである

８０年代には．鮒二蒜鴨としての英,冊教育をはじめとする外側綴牧ffの新しい流れと

なったコミュニカテイブ・アプローチが日本語教育にも多人な影聯を与え．併孤の緋

しい教育や学習活動の試み．そして教材の1%1発が行なわれたその結果．’'１．ｋ級段

階の教fj:はシラバス，教材，‘､推判柄動のいずれの1mにおいてもﾉ<きく微変わりした

しかし．堆礎段階，すなわちいわゆる初級段階の敬fifの.j“的な枠組みはほとんど変

わることなく，おおむね従来通りのままとなっている（西口,1998）

本章では．これまでの推礎段階の日本語の教育方法を批判的に検討し，それに代わ

る新たな〃法として，飛持lf崎のもとで椛想され．ﾌﾐ施されたI‘1己炎現中心の入|'ﾘ１１

水絡教ffの災般について紬じる

9６ＰヘＲ'1,2出j』:判油助の唆姉



②プロローグ

旧ソビエトの文芸評鐙家であり言語哲学者であるバフチン（Bakhtin,Ｍ､）は，そ

の主要な粁蒋の１つである「マルクス主義と言語哲学」の中で次のように述べてい

る。

痴iMi＝ことばの現爽となっているのは，訂調形態の抽象的体系でも．孤虻した発蹄で

も，その実現の梢神生理学的行高でもなく，発織によって実現される冨錨的相互作川とい

う社会的川来馴である。つまり，言語的相互作用こそが言語の基本的現実なのである。

(Bakhtin・'929′桑野択.1989.pl45）

そして．ソシュールを代災とする現代の訂鮒学に対して次のような批判をしてい

る。

現代のijOMi学が発鵬そのものに対するアプローチをもたないことはすでに指摘した。そ

の踊饗粥より先へは分析を地めないでいる。だが実際には，蔀舗＝ことばの流れの現爽の

１t位となっているのは発紬である｡しかしこの現拠のIii位の形態を研究するためには，そ

れを発蹄の歴史的流れから孤立させてはならない。ひとまとまりの全体である弛緒は酬I｝

的交皿の流れのなかにおいてのみ実現きれる。（Bakhtin・'929／桑野眼.1989.ｐｐ・'47-148）

外同人に対する11本１冊教育に蚊いⅡM心と深いかかわりをもつ箪稀には，バフチンの

現代の汀胴雑批判は．そのまま11本蹄教育を含む現代の鋪二両柵教育に対する，その

根紳にかかわる批判となっているように思われる。以下は，上紀の引用の「司柵学」

の部分を「第二青語教育」に，そして「分析」と「研究」の部分を「指導」に書きか

えたものである。

現代の節二IiiMi敬育が発蹄そのものに対するアプローチをもたないことはすでに折摘し

た。その鵬要素より先へは指導を進めないでいる。だが実際には．両鍋＝ことばの減れの

現拠のり1位となっているのは発話である。しかしこの現実の単位の形態を指導するために

は．それを発議の雁史的流れから孤立きせてはならないｓひとまとまりの全体である発話

は町師的交通の流れのなかにおいてのみ実現きれる。（筆者による先の引剛の改作）

パフチン自身が輔二前砺教育（あるいは外国譜の教育）に直接喬及している部分も

ある。次のような行である。

鋪５単制学'kのための｢１本鮒牧行の愛旅９７



われわれが提川した命巡は，…現代外凹柵の教行の他全なあらゆる方法の藩礎となって

いる。これらのすべての方法の本間は，学生たちが各『郡形憩を典体的なコンテクストと

11体的状況においてのみW1MLする．ということにある､！たとえば．ある‘Miを．その柵があ

らわれるさまざまなコンテクストを皿してのみ判11ﾄする．このために，Iiil･-．柵の111‘似とい

う契機は，その0Niがコンテクストに脳じて礎化し多槻化し新しい意味をもちうるという契

機と，最初から弁証法的にむすびつき．後将の契機に吸収されている。一・方，コンテクス

トから抜き出され，ノートに肥人され，そのロシア冊の択とともに犯憶された語は，いわ

ば怖¥化する。それは．・定の砿定したものとな')．呼泌の契機が．それをｒ解する過棚

のなかで強くなりすぎてくる。、i叩にいえば，拠川的牧汀の健全で骨Iﾘjな方法のもとで

は，形態は，、己Iiil・的形態として抽蝋的な『i柵体系のなかで判{!｝されるのではなく，変

化しやすく柔軟性のある雌号として典体的な発‘爵梢造のなかで制柵きれねばならない。

(Bakhtin・'929／桑野艇1989.ｐｐ,268-269）

あるiiO綿形態が侭り･でしかなく．そり)ようなiiW･として了解勝にI¥‘出されている限I）

は．そのjiiMi形憩は「解滑にとって耐iMi形恕とはなりえない。……肥号としてのh『綿形態

にとって椴成樋侭となっているのは．その{バリ･的I9ILLIidl・性ではなくその特殊なnJ変性で

ある。また，耐語形態の丁解にとって桶成契侭となっているのは，「おなじもの」の再遡

ではなく，本来の意味における了解，つまl)所与のコンテクストと所与の状況における定

位なのであり．それもﾉk成の‘I'の定位であって．イ$動の状況における「定位」ではない。

(Bakhli11.19割桑野択.1989.1〕・'０１）

バフチンの第二商船教育への批判はまさに的を射たものであると思われる。また，

バフチンが提案する輔二浦冊教育の方法の原珊も．感党的にはまきにその通りだと筆

将には感じられ，そうしたIIiW1が作動するような鋪二丁柵の学びの経験を稲成したい

と碁えた．しかしながら．そうした輔二汀納の学びの状況は典体的にはどのようなも

のなのか．また．それを現実の枚fif現珊に柵成するにはどのようにすればよいのか．

それが第二前踊教育の研究将であり爽践家でもある繁荷に課せられた課題であると思

われた｡

③オーソドックスなアプローチの問題点

(1)基礎段階のオーソドックスな日本語教育

オーソドックスなアプローチによる堆礎段階の教育のⅡ標は，日本舗の帝声汀調と

文字mMiに関する鵬礎的な能ﾉjをＷ得すること，であるといわれる（｢'1本柵牧ff1l1

典」ｐ､633)。そして，そうしたⅡ標を述成するための牧行の方略として，１１本iMiの

韮本的な柵造にかかわる文刑と文法Ⅱ1ｍというものが11'心的な教育内容として汝定さ

れ，それらの系統性に雌づいてカリキュラムが細成きれる。それぞれの授難は，当該

郷ＩＤＡR'1,2‘洲Wil1i肋の食１１M



学習目脳事唄の研究

一 岸
授饗叶画／牧材の瀬ｎ

－－Ｆ－
授業の実施

一一T一一一一一一一
教育成果／授業の評価

(2)教育内容の自己目的化

オーソドックスなアプローチでは．坐本的な流れとして側５－１のような喫領で牧

肯的経験が糊成きれる。

時に配洲された学判i_柵ﾘI項を前足よく学刊肴に腎得させることを意図して，計画さ

れ．実施される。授梁では英tW群の媒介柵は原則として使用しないで，Ｉ~１本柵のみで

できる限り行なうことを処iMIとしていることが多い。こうした方法は，日本淵を１１本

舗を使って敬えるということで，しばしば直接法とよばれる☆2。

→ 教 育 目 標

→ シ ラ パ ス ・インベントリー

→ シ ラ バ ス

→ カ リ キ ュ ラム

敬同目標の特定

一
教育内容の特定

一 一
救両内容（学習画昭頭咽）の配列

~r一一一一
具体的尊教何隈程の肘画

~T一一一一一一一一一一一一一
教育の実施

腔突業授

、
－
１
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鋪５京割学生のための11本、放秤の僅雌”

図５－１オーソドックスなアプローチによる教育的縫験の頃成

→評価総括的評価

この図はいわばカリキュラムも教材も開発するという場合のチャートになってい

る。しかしながら爽際にはそうしたことは稀で，通常は教育課程計画の段階で当該の

プログラムに合った適当なIIi販の教科秤が選定される。そして，カリキュラムは，選

定された教科嘗に沿って，各課ごとあるいは各学判討諾耶頂ごとに，「導入」「練習」

｢応用練習」といった授梁が各時に割り振られる形で作成きれる。

こうした形で教行的維験を編成しようとすると．教室での活動は畢寛個々の学習首

踊り1頭の学刊に典中したものとな')．符授業の教育成果や授業の評価も「当該の学刊

汀踊,IIJjIIが身についたかどうか」をめぐって行なわれることになる。すなわち．こう

したカリキュラムのあり方は，そもそもの教師の関心を学習意語珊項およびそれを首

尾よく判得させることに集中させ，そうした意図のもとに授業を計画させ，実施させ

る。そして，カリキュラムが裸する学習事項という制約とそれに随順する教師の授業



(3)「本日の言語事項」をめぐる相互行為

次の３つの日本語授業における相互行為の例をみてほしい。いずれも森本（1999）

で提示されている例である．わかりやすくするために，「本ロの前淵耶項」が．不完

全な場合や修正されている過概も含めて．出現する部分を下線でぶすことにする合卿。

例１初級，文型練習．教師Ｃ・使役形の練習

１Ｔ：先生は学生に本を読みな，読みなさいと言いました。

上産。はい．じゃあ一番、Ｄさん。先生は学生に厩

た。

７Ｔ：ゆっくり－

先生は学生に囲踊をかけなさいとｇいまし

ｒ声Ｌ三ｒ可

２，：

３Ｔ：はい。先生は学生に辞酉を引きなさいと言いました。

ｌＯＯＰＡＲＴ２学制幡動の僅航
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:先生は学生にゆっくり話しなさいと言いました。

９Ｔ：はな-

10Ｃ：せ．させ

Ⅱｌ：畦墓

12Ｃ：させました

運営は，学習者を「本日の言語事項」の虜にし，向徹性のある行為主体として薗鮒的

相虻行為を行なう機会を稚い去ってしまう。

いです．がっています．違いますね。じゃ‘一茜、わたしは～です。え－．’さ

ん。

２１：わたしは先生になりたいです。

３Ｔ：あ－わたしは先生になりたいです。はい。（1.7）

４Ｔ：え－それからもう一度同じ．Ｃさん。

５Ｃ：わたしはエジプトへ行きたいです。

６Ｔ：エジプトへ行きたいです。Ｉ笑い｜はい．エジプトはわかりますか一？国の名

1３１

８ また

。はい．た

え－．ｌさ

例２初級，文型練習，教師Ｂ，「～たいです/～たがっています」という文型の綴習

ま琢一（３３）話六

14Ｔ：そうです。

1Ｔ：わたしは音楽家になりたいです．


