
ま適用されるわけではない。むしろ，子どもたちは発達の殿初期段階においても．大

人との相互交渉を側らの参加や介入する行為によりつくり出し．それにより大人が自

明とみなしている活動柳造や知識の階lW化を突きⅢ'すことにより，自らのやり方で大

人などの他肴の社会的文化的世界を自分のものに．自分の記号使用実践へと変えるこ

とにより実現している。いま自分が行なうことができる行為により，他者の実践へと

参加介入し，他粁が生きている実践的世界を．向らの行為により新たなものとして他

者とともにつくり変えること，そうした有能な生きる力を子どもは示している。

その際．大人は術にそうした子どもの活動を手放しで支援しているわけではない。

子どもと大人との協働実践においては互いが互いの活動を禁止するダプルバインド

が，自明化した活動の関係性として絶えずすでに働いている。このダプルバインドの

馴態は，まきに近代主義的な社会，近代主養的な教奇の巌物であるといえる。近代ｌｉ

義的な学校教行には，「自分で勉強しなさいという私の命令に従いなさい」という，

メッセージとメタ・メッセージが相互に否定しあう矛府するメッセージが伝えられて

いる（矢野．1994‘ｐｐ､105-134)。ここには，大人や既存の文化，制度的社会から子

どもへと向けられるモノローグ化した語りしか存在しない。そのため，子どもの活動

のもつ社会的文化的な活動システム全体を変容して新たな活動を生成することによる

学びというものは，みえにくいのである。子どもの学びの実賎過程においては．社会

的関係成立と文化的関係成立は切り離されてはおらず，常に動的に関係し合い，相互

作用し合って成り立っていくのである。

子どもの表現や学びの成り立ちをとらえるには．⑪子どもの行為が対象を媒介にし

て他粁とのlIlIにつくるできごとを．できごとを単位とする相亜行為的関係状況におい

て，そこに新たに成り立つ関係性に韮づいてとらえること，②子どもの学びの成立

と，子どもにとってのできごと（意味／文化）と，他者との関係（社会）の形成を相

互関係的・迎統的にとらえること，③結果（知識・作陥・技術）ではなく，子どもと

対象と他粁との側係が変容して推移していく行為の過程をとらえること，④人と人と

のⅢの相亙の即解と共i｢il的世界の成り立ちの1N1組として，子どもの行為と教育爽股を

とらえること，が必嬰であるといえる。

その意味で，子どもの造形的な教育は，「いま－ここ」で実際に行なっている子ど

もの行為や活動の文脈から語られ，そこへ回蝿する必要がある。子どもが表現を成り

立たせ愈味を生成することにより成り立つ造形的な牧ff実独とは，子どもが行なう行

為と場に臨みながら子どものできごととその表現をとらえ，子どもの行為の成り虻ち

を，文化的道具により媒介しながら子どもの表現の巡筋において支援するものであ

る。子どもは，対象や他者との間につくる相互的状況的な関係の中に．自己の表現の
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成立とそれをつくる道筋とを，実際に表現を行なうことにおいてつくり，他将と枇界

を形づくっていくからである。こうした７．と，もの行為が爽際に行なわれたとき，子ど

もは121分の行為により愈味（できごと／文化）をつくることができ，自己と社会とを

自分の行為によりつくり変えていくことができることを学ぶのである。

これまで考察してきたいくつかの事例から，造形的な表現行沓は，個人の単独の表

現行為であるというよりも．人々の相互的実股（相互行為）であることが理解された

ことと思う。このことが．衣現．すなわちつくり炎わす行為とつくり炎わされるもの

の相虻的成り立ちと共lI1化を支えている。したがって．造形的活動も仙人能力主従や

文化的決定論の視点に立った，動機，イメージ，造形要素から「造形教育の過程」を

つくるのではなく，「行あ」による文化的で社会的な意味の協働形成という視点によ

る「つくり表わす学びの過程」をつくることから始めてそこへ回帰させていくこと

が，子どもが生きることを我わすことそのものの過程において働き．子どもの発述を

つくる迩形的学判となるといえる。〈自己一対象一他肴〉関係において．つくり表わ

されるものを媒介にして行なわれる，発話，つくり表わす行為，視線などの行為のや

りとりにより創発されていくできごと（意味）１{t界を，状況的・相互的・協働的とら

えること－このとき初めてつくり炎わす行為，つくり表わされたもの，つくり炎わ

す行為替，ともにつくり災わす他稀との側係が，何時生成される造形的油勤のダイナ

ミズムにふれることができる。行勇者（自巳）と机虹行為者（他者）とのlIIlで取り交

わされる行為が相亜に連鋪する関係を，自己と他肴との間に成立するできごと（意

味）と，そのできごとの現われや成り立ちを支えるつくり表わされるものとの相互的

IMI係からとらえることー－これが学びに艇づく教行の新しいあり方を折し,j§すことに

なるであろう。札哩行為のプロセスと．そこに成立するできごと（恵味）の現われ．

つくり表わ誉れるものとつくり表わす行為とは，虻いにつくり合う関係にある（相互

腿映性：reflexivity)。その相互行為のプロセスが行なわれたから．そのできごとや

そこでつくり炎わされたものの意味が現われているし．つくり菱わした楓と他稀との

行為が成I)立っている．灰対に，そのできごとがわれわれにともに知虻きれるのは，

そのような相瓦行為のプロセスが行なわれたからである。現われてくる愈味と行為の

過程とは，互いに切り離すことはできない。子どもたちは，そうした拠独のアクチュ

アリティにおいて，自らつくり表わすことにより，自らの活動システムをその内側か

らつくり変え拡投することを学ぶのである。

柵販行為のプロセスにおいては，自他棚互の行閏が互いに他者の行あに巡航して，

虻いが互いの行為の火独とその意味を創発的につくり合い，相互の行為がｲj腫味とな

る文化的で社会的な文脈を形成している．相亙行為関係にある行為軒と机lf行為肴と
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は，他者が行なう行為が．次に自己が行なう行あの文脈をつくり，自己が行なう行あ

は．次に他荷が行なう行あの文脈（contcxt）をつくる。相互行あの文脈は，このよ

うに「棚lfに相』I:の文脈をつくり合う」（I:野．1999.ｐｐ‘69-81）ことによりつくら

れ成り立っている。造形行為だけでなく，発ih1iや視線，身ぶりなどの，机lf行為内の

それぞれの行為の意味・機能・妥当性は，机11:行為文脈の相互的で状況的な過職に蝶

づき決定され成立している（文脈状況依存性indcxicali1y)。大人が自明とする「迩形

行あ」も．1.1他1111で柵jI:的で状況的につくられる行あであるから，断しい典何的な意

味を協働的に綱築することができるのである、

造形行為そのものが新たに生成される場IITから，意味（文化）と社会と191己の変容

をとらえようとするならば．「(造形）行為が爽践の中で達成される（praCtiCal

accompIishmenl)」場Ⅲiをとらえなければならない：それにより活助全体が細み座わ

る助miをとらえる必妥がある。それは，HIIi行為のプロセスにおいて，できごとの愈

味を現蚊させる衡源として，道具や粉をつくり炎わしてそれを使川（媒介）してどの

ようにコミュニケーションを行ない，衣現を机ｉｆに成り立たせているのか（Wertsch・

l99LHI脇ら択・1995)。また．行為肴が他粁の行為に連続して向己の行為を行なう

過籾で，遊びや準びのできごと内の道典や柵を．どのようにつくったり炎わして，、

Ｕと他稀との川に机11:主観的（inlersubjeにtivE）な愈味を「共同化された対戦」とし

てつくり変えながら現象させているのかをとらえることである。

(2)できごとの協働形成過程と学びの臨床学

子どもの協働的で柑冗的な意味生成をとらえるためには，。f･どもが他粁とともに対

象とかかわるＩ'1で，遊びや学判のできごとを成立させていく行為の過狸とjﾙliIjを，凡

体的斗I例として砕細に記述する必要がある。それは，大人（教師・保護音・研究者

等）が，幼稚側・学校・家庭零での子どもの遊びや学びの突践場面を，できごと111:界

の現醗とその成立過程としてとらえることである。つまり．‐ｆどもの遊びや学びの生

き生きとした饗（行為）の始まり，高まりと允拠，そして終結へといたるひとまとま

I)を「ili位」としてとらえ．高まりや充実にいたる柵冗行当の過程を沸細に雌述して

さかのぼることにより，その成立過程を把搬し．それに基づいて造形的な行為の'k成

を媒介する珊や状況をどのようにつくればよいのかを実践的文脈の中でとらえるので

ある。

そのためには，子どもたちが生き生きと感じ.考え。行ないながらつくり炎わす行

為が．遊びや学びの蛎面で実際に行なわれていなければならない。子どもは，行為を

行なう中で意味と行為とを生成しているのに対して．大人は多くの場合，仙判化した
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行為をそのつど行なっている。家庭や教室での，子どもと大人（敬師）の相互行為場

Iiiiでは，大人の仙判化した行為が，了・どもの行為の巡釧とできごとを方向づけている

(McI1aI1，1979)。また，知搬・技術・身体的能力等で優位にある大人とｆどもとは社

会文化的に「非対称的関係（asymmetricalrelationships)」にあり，このため子ども

の行為に対して大人が，子どもの行為とは脱文脈的に．方的に行なう行為や発話に．

恭止・抑圧等の権力作用が働くのである。

大人たちは，‐ｆどもや紋frに対する見方とかかわり方をいったん「判断停止

epoChc」し，子どもが意味をつくり成り虻たせようとする実際の行為に班づいてた

えず組み枠えたり検証していく必盤がある。すなわち．子どもが遊びや学びのできご

とをつくる行為に臨み，これを適切にとらえてかかわりながら，子どもが対象にかか

わることにより，感じること，どえること，行なうことが．Ｔ･どものすじみちにそっ

て１．分に発抑されるように援助や支援を行ない．‐ｆどもの炎現と学びの成り立ちを支

えること。同時に，子どもの遊びと学びの過程を把握して，子どもが生き生きと意味

生成することができる場と状況を，学びの過程の臨床的なカリキュラムとして実現し

ていく拠践的果団（学校・保護将・地域社会）をつくることが，大人の側に問われて

いる。

「幼児（ｆども）とともによりよい教育環境を創造するように努める」（平成元年３

月および平成１０年12月「幼稚剛敬育饗釧」：（）内兼者補足）は，教師や大人の視

点・方法・あり方が転換され，進行する子どもの行為の実際の状況に基づき，常に柔

軟に組み枠えていく教師（火人）の実践を示している。

このことは，これまでの牧育における知戯および技術と子どもとの側係のみなら

ず，教師と-ｆどもとの関係，牧師と知識や技術との関係，教師とカリキュラムとの関

係等を，根本的に組み替え．そこで使用される言葉それ自体もつくり変えて変更して

いくことを意味している。「指導」から「援助」や「支援」へ（平成元年３月「幼稚

側牧脊要慨｣，平成５年９月「小学校敬育猟程一般桁騨資料新しい学ﾉj観に立つ教行

拠秘のnlI造と鵬Ⅲ」文部省)．「絵，彫馴，デザイン」から「造形的な遊び」（IlH和５２

年７月「小学校学評指導要釧｣）へという言葉の変更は，近代教育と近代美術が旺胎

してきた人間観・文化観・社会観のパラダイムの変更を，子どもと教師との具体的な

IMI係や行あの在り方において始めることを示している。

子どもの行為の過程による息味の成厳という視点やjZ場から敬育を再柵築すること

は．これまでの近代学校教育が脚明な前捉としてきた教育実独の過程とは明らかに異

なる，子どもの意味生成行為に鵬づくく自己一対象・できごと11t界一他者〉の関係的

実独を，大人が始めることを意味している。それは，子どもとともにできごとをつく
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り生きようとする大人の行為から始めることを意味している。教育実践とはこうした

できごと（意味）の協働形成の実殿そのものである。州亜行為という視点から子ども

の進形的行為をとらえ，かかわり，協帥的に愈味を生成していくことは，近代牧frの

次の時代を担う新しい救育と「新しい学力」を柵梁する上できわめて本質的な冊皿

に，爽賎的・珊碕的・倫理的に関与していくことを意味している。子どもの行為，相

互行為による意味の協働形成とそこに刑発的につくられるく知〉とは．そうした子ど

もの学びの臨床に鯉づく教育の爽凱学の根拠を爽独そのものの内側からつくりあげて

いく視点なのである。

鮒７歳逝形縦frの変航 I鰯



第８章|”
劃 教師の学習共同体をつくりだす

:コンピュータに媒介された

協調学料のデザインと介入

【l］教師の学稗共Ilil体

「昔は．ストーブ．みんなで囲んでね．誰かがお酒をもってきて．子どものこととか．親

のこととか．教育とはどうあるべきか．とかね。先輩の先生とかからアドバイスもらった

りね。まあ．お互いいろいろ言いあってた。で．あとでひとりになったとき．う一んって

悩んだりね。（中略）わたしら．もう門には巳どれんけど‘自分の授業だけ．自分の教室

だけ，ってのは，なんだかちょっと過うんじゃないかね」

（１９９９/１２／１１教師Ａインタビュー）

「今の教師っていうのは．なかばか他の教師にコメントすることってないんですよ。近ご

ろ．飲んでいてもぜんぜんないですし。その場が楽しければいいみたい芯ところがありま

すね。昔は．どうあるべきかっていうのがありましたね」

（1999/１２/１１教師Ｂインタビュー）

ス1,-ブの赤々 とした炎が，紋HllIたちの顔を照らしていゐ．ｌ''fい彼らの顔には暇か

な光が州らめく。数mliたちのjWlliは｜果てないあやとり」（ﾉ）ように継ぐ．

賎念ながら縦者は，そのようなjﾙに勝合わせ，彼らの対,冊に耳を傾けたことはな

いしかし．叩者はその光蛾を服喪に投影することができる

１噸がこれまで11にしてきた水やドラマや映II1Iiの中の戦mliたち，それも戦ffに1)'i熱

をもつ．あの牧師たちの肱llNlには，いつも虻の詐せるIⅡl恢がおり，時に満縦し，対I制

していた

メデイアのＩｌｌに生きる「かつての牧師たち」は，先甜教lIIliやl'iIIlifのアドバイスに戸
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惑い，悩み，自己の実汲を内桁していた。そのような嶋は．教師にとっての学習共同

体として機能していた。

｢わたしら，もう昔にはもどれんけど」

かつてのilfきょき時代に存ｲI;していた教師たちの共同体は，今となっては不M1視化

し，メディアを媒介してイメージされるだけの「想像の共何体」となってしまった。

しかし，たとえそうであるからといって．われわれは「想像の共IljI体」を悩かしむ悩

古主義に陥ってはならない。

必要であるならば，つくりだす道を模索すべきである。教師の学判共何体はつくり

だすことができる。

本研究において飛哲が賊みたかったことは．教師たちの対紺橘勤をコンピュータネ

ットワーク上に恢復すること，すなわち失われた教師たちの学判共同体を叫柵築する

ことにほかならない。本京の主題は，この共同体の構築のプロセスにある。

学校改革や牧室改革の縦倫において，教師たちがIiil僚と対蹄を深めることの亜要性

の指摘は，枚準にいとまがない（佐撫，1994：1997など)。牧師たちの対術油勤を111核

にした柵の組織は，これまでさまざまな研究肴によって対im状況ドで拭みられてき

た。

たとえば，稲斌（1995）は．授業のビデオ記録を研究者を含めた牧師たちで比較し

吟味しあう「授業カンファレンス」とよばれる授業改牌方法を従業した。木原

(1995）は．「多械な'１':場の人１１１１が授業に対する対騰」を行なうことが授業改粋に資す

るものとし．此Iljl的な授梁研究を行なう勉強会を校内に組織．巡徹した。

これに対して飛者は．コンピュータを用いた協調学習支援（ComputerSupported

CollaborativeLeamin豚以下略．ＣSCL）というテクノロジーに椎Ⅲした。

ＣSCLは，コンピュータを川いて複数の学判稀が相互作用を行ない．そうしたプロ

セスを通して，柑且に知職を探求し柵築しあうこと（Scmrd61mnlia＆Bcrcitcr’

1996a）を支援するシステムや実践の総称である（Koshmann，1996:Pea．】996)。

ＣSCLを川いれば，失われた「ストーブのコミュニティ」が．時川的・距離的制約を

超えネットワーク上に11j柵築される可能性がある。

ili確に耐及するならば，「I1j柵築」というにi･熊は不適切かもしれない。かつての

｢ストーブのコミュニティーｌは学校を単位に組織化されていた。しかし，ＣSCLは学

校を超えて人々を結ぶネットワーキング・コミュニティを教師たちに提供する。前例

にとらわれず新しい拠股をm通しようとする教師たちは，時に学校で不遇な故場に迫
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いやられることがあるが．そうした牧師たちでも参加可能な「側心と悩然を共有でき

る人々 の実独の共同体」（ＷｅｎＲｅｒｅｔｎ1..2002）が唯み出せる可能性があるかもしれ

ない。

上組のような問題関心のもと，筆者は，教師たちの対譜空川として利用ＩＩＪ能な

CSCLを開発し，教師たちの学習共同体を榊築することをめざした。

以下．本章の櫛成を述べる。

２節ではCSCL研究の歴史的背景，および先行研究を概観する。

３節ではCSCLをデザインしたり，その場の沿動に介入するための概念的道典につ

いて考察を行なう。学習の場に集まってきた人々は，時には相手を過び，時にはメン

バー全貝に向けて声を発する。自ら考案した仮説や作dIHをもち，この蝋にやってくる

荷もいる。人々が交歓しあう学習の場は，いつも混沌としている。研究将はそうした

｢現珊」にかかわらなくてはならない。「現珊」をデザイン（dcsiIm）し，適1F[，介入

(intervention）を行なうためには，現珊で起こっているさまざまなできごとを可視化

するための道具立てが必要になる。本章では，これを踏まえてCSCLのデザインと介

入を行なうための概念的道具として，エンケストローム（EnRestrijm‘Ｙ,）の活動シ

ステムを導入する。エンケストロームの提WIする油動システムは，われわれが学習の

現柵にかかわる際に必要不可欠な，「蝋の可視化」と「淵の理解」を支援する道典立

てとして有効である。

４節では，現場教師たちの学制巷共同体を柵築するため，飛稀らが開発したCSCＬ

システムの導入プロセスについて考察を深める。縦粁らは，交流学判研究会とよばれ

る研究会を組織した現珊牧師たちに，TcacherEpisodcTank（以下略，TET）とよ

ばれるCSCＬシステムを使用してもらい，システム導入のプロセスを活動システムに

よって可視化し，適宜介入を行なった。ＴＥＴの導入は，教師どうしの相互作用を単

純に促進するものではなく、現場教師たちの１１Mに新たな矛li1iを生成した。新たな矛盾

の生成．介入．その解i''1．システム導入にからむ牧師の学判此Iiil体の軌跡を簡潔に描

く．

曜後に５節では．本章のまとめと今後の課題を述べる．教111jの学判此同体が維持さ

れるためには．彼らの実践の語りが教員文化として定聯し継承される必喫がある。

②コンピュータを用いた協澗学習支援

(1)研究背景

ＣSCLは状況的学評論（Ｂｒｏｗｎｅｔａ1..1989）と総称される偲知科学の研究知見と，

1期１，Ｍ《'１，２′・族例i円勤の座縦



近年の怖報技術の発展とが交差し刺発した学際的研究領域である。

状況的学習錨は．人間の学習を個人の知蝋獲押とみなす愉概処服アプローチに異を

噺え，それを他肴や道典との協剥などによって速成されるものであるとする｡学習と

は「共同体｣，すなわち「自分たちが何をしているのか．また，それが自分たちの生

活と共同体にとって，どういう意味があるかについての共通理解から成立する活動シ

ステム」（Lave＆Wenger,1991）への参加として把拠され．そこにおける他者との

災独・繊儒・活動や慨在する道具との協禍によって生起するものであるとする。

学判を共同体への参加とみなす状況的学１Ｗ強の視点，いわゆる参加メタファーの学

習論（Sfard,1998）は，個人の頭の中への知織帯柵を_、的とする従来の教育プログ

ラムとは異なった数々 の教育実賎をﾉ{くみだしている。たとえば，ブラウンとカンピオ

ーネ（Brown＆Campionc,1994）は学WHbが典う救識を学Ｗ将共１１１体（community

oIleamer）とみなし．学判荷たちが他の学Ｗ荷たちと此IIil研究を行ないつつ，研究

の結果盤得した専門的知識を共有することをＨ的とする研究プロジェクトを実施して

いる。このような学習者共同体の榊築においてコンピュータネットワークを活用する

ことがCSCLにほかならない。ネットワークを利用して学習の場にアクセスさえでき

れば．たとえ虻いに離れた場所にいたとしても‘学YWW･は協糾的に災践や活動や級緒

に従邪できる。

(2)先行研究

ＣSCLにおいて協同的な知識柳築が実現するためには．学１W若の棚而作用を誘発

し，促進することが必要条件である。しかし，一般的な価f側j,戒板やチャットは，学

習者の相互作用を誘発し促進するためにはｲﾐ尤令であるといわれている（PeaetaL

l999)。そのため．多くのCSCL研究では，ネットワークヒの相互作用を成立きせ，

維持するための機能やインタフェースをI＃l発してきた（たとえば．益川，１９９９；西森

ら．２０()ｌ；杉本ら，2002など)。

CSILE（Scardam&llia＆Bcrciter‘l996b）とilfんで郷ﾘⅡWlのCSCLプロジェクトと

して有培な，CoVis（TheLeamin関ＴｈｍｕｇｈＣ()lklboraliveVisualizationPrOjeCl）

では，従来の科学教育が個人の概念櫛造の変化や知搬帯穣を主、的にしていたことを

反竹し、学習者が，科学者の研究コミュニティとIIiIじようなツールを用い協同的に知

搬を柵築することを支援するＣＳＣＬソフトウェアとしてCoVisCollaboratory

Notcbookを開発した（Edelsoncta1..1995;1996)。CoVisColklboral〔)ryNotebookを

使用することで学習者は．プロジェクトの中での側らの朴学的探求を自分のノートに

反映し，また他の学習者のノートどうしをリンクしたり参照したりすることで，協同
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的に科学的探求を行なうことができる。

(3)デザインと介入

1990年代初肌に研究が始まったCSCLは，初等・中聯撒ffにおける情報教育．高等

教育におけるバーチャル・ユニバーシティ等を実現するための堆盤技術として，近年

さまざまなjﾙﾘﾘiでｉｌＷｎされている．多くの聯合．研究･勝ないしは実践者は．支援する

喉判粁の規棋，ザ判Ⅱ的や内祥，学Ｗの期ⅢなどのiM１条1'|:に応じて，システムを柳成

する機能やインタフェースをデザインする、学判活動が沈淵した際には．蝋への「介

入」を試みることも多い。しかし，この「デザイン一介人」をどのように行なうか．

というプラグマテイックな問いに対しては，いまだ確固たる解決策は生まれていな

い□

欲極的に学習の期をデザインし，時に介入を行なう研究のあり方について孝えるう

えで並要な示唆をツ.える縦紬を行なっているのはブラウン（Brown，1992）である◎

ブラウンは，従来の実験窯状況下における研究アプローチに対するアンチテーゼとし

て，革新的な教行噸境を研究背自身がつくり出すことによって，そこで起こった変雌

を雑験的に把拠し改沖を行なう研究アプローチとして，デザイン災験アプローチ

(dcsigncxI〕crimentilpI)r()ach）を提唱した。

研究者による腸や研究対象への介入は，伝統的なシステム開発研究あるいは教育

｢工学」研究においては，タブーそのものとされる傾向が強かった。たとえ，システ

ムの導入によって学習器の学習が阻害されるﾘＩ態になったとしても，介入を行なうこ

とはできない。この柚の研究では，開発したシステムの機能と学刊効果の閃果関係を

実証することをⅢ的とするため．研究者はシステムを利川する人々にかかわることは

できない。学習将や学判の場に介入することは．データを龍める行動とみなきれてし

まうのである。伝統的な1M発研究において，システムを「利川」する人々は，「学習

背」や「拠雌＃」である前に，「被験粁」なのである《，

これに対してデザイン拠験アプローチは，従来の研究知兇を靴み合わせながら，研

究者が禰極的に火際の牧育実践・活動をデザインすることを-}を狼する。妓近のCSCＬ

研究の中にはデザイン実験アプローチを援用・拡張して研究肴が積械的に学習の場の

創造を行なう研究が多くなってきている（Oshima,ｃｌａ1..2000:Oshima・Ｃｌａ1..2002；

Shradcr・Ｇｌａ1.,2(X〕lなど)。

しかし，デザイン爽験アプローチは．学習研究における研究･荷の稲械的なかかわり

の重要性は指摘していても，研究者がどのように場を理解し，どのようにアクション

を起こすか．というより具体的な問いには答え得ない。そうした具体的な問いに答え
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得るためには，まず鋪－．に現実の現場で何が起こっているのか，すなわち現場のでき

ごとを即解し，その変峨の可能性を想考するための概念的な遊具だてが必饗になる;’

３節では，そのような概念的道具として活動システムを検付する。

③活動システム

デザイナーの愈図と結果をつなぐまっすぐな巡はないのです。IMI腿にIiﾘかうとき，デザ

イナーはまさにその道を切り開き続けているのであり．新しい動きをとるにしたがって，

新しい見方と理解を築いていくのです。

（ドナルドーショーンのインタビュー,WinoHrad.’”6より）

飛粁はCSCLの「デザインー介入」を行なうための概念的道具として，エンケスト

ロームのi門動システムに注目した。エンケストローム（1999）によれば，柄助システ

ムは，人ⅢIのふるまいや談鯖などを肥述したり，肥鰍されたデータをわれわれが解釈

したり，分析する際に用いられるモデルである。

柵動システムは，以下の３つの一般的原理をもつ（EnIgstr(ｊｍ･’995)。

①人1111の柵勤をとらえるには．活動システムが分析の１１位として川いられるべきで

ある。

②涌動システムは，主体（subject)．道具（tool)，対鮫（⑪bjcct)，共同体

（community)，ルール（rule)，分業（divisionofIabor）の６つの柵成嬰素から

柵成され，そのシステムと櫛成饗素は歴史的に理解されなければならない。

③浦劾システム内の矛府，混乱．魁藤は，その幡肋システムが発鵬していく源泉と

して蝿解されなければならない。

活動システムを栂成する推体とは，その活動システムにおける個人やグループ．道

具とは物剛的迩典に加えて前諦や概念やシンボルをも内包するものをいう。対醗とは

拒体にとってのIⅢ題であり，それらの人々の月的‘I1ili1I的柵助が対象とする恭材をい

う。分業は活動システム内のメンバーの関係のことであり，共Iijl体とはその活動にか

かわるメンバーを指す。ルールとは活動を行なううえでの規範や慨刊のことを指示す

る。

以上が活動システムの６つの柵成喫素であり．ｊ畠体が活動を媒介する辿！↓の助けを

かりつつ対象に働きかけ．メンバーと協働で生み川したものが納果（(》ulmmc）とい

うことになる。
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一般的原則にみられる通り．活動システムは静的な均一のシステムではない。その

内部には，常に矛ﾉfiや葛膜を内包しており，その内的矛屑や混乱こそが活動システム

の峨新や賀的変化，および発腿の源泉になるのだという。エンケストローム（1995）

によれば，活動システム内の内的矛屑には２つある。

第・の内的矛屑（primaryinne辰contradiction）とは，活動システムに内包される

特磁的で根本的な矛盾である。エンケストロームらが行なった医療システムの研究に

よれば．灰師たちが官僚的で合理的な保猟活動に従耶する際．彼らは，治撫行為とコ

ストや効平を辿求しなければならない状況の中で，潜在的かつ恒常的な緊張を経験す

るのだという（EnRstrbm,1995)。これは，官僚的で合理的な医療活動という活動シ

ステムそのものに，根本的に内包されている矛盾である。

術蔦の内的矛胴（secondarvcontradiction）とは，既存の活動システムに対して新

たな要囚が導入されたときに生起する柵成饗紫どうしの〃屑や葛戯である。たとえ

ば，ある恢撫添勤システムの中に新たな道具が導入されたとき．これまで伝統的に使

用されてきた巡具とのⅢの魁藤が生まれたり，伝統的なルールとの間に緊張を引き起

こすことがある。

近年，活動システムはさまざまなフィールドの分析枠組みとして使剛されている

(EIU齢lrijm,1999)．たとえば，コンピュータを利川した学習環境のデザインと誹価の

方法倫に柵勤システムを使川lするというアイデアも提出されている（Kaptelinin＆

Cole,1997)。活動システムを川いて可視化された構成要素間のさまざまな矛盾や葛膜

を，システムの賀的職換のリソースとしてとらえ，そこに研究群が介入を行ない柵造

的な変化や雌新をもたらそうとすることを側的としている研究が多い（EI1gstr0m＆

Cole,1993)。沿肋システムは，実践のⅡ｣.悦化と，その変¥:のための道具立てとして機

能することが期待される。

①邪例：教師の学習共同体としてのCSCL環境

IMI節までの嫡倫を踏まえて本節では，実際のCSCＬシステムの開発とその導入事例

を取り上げる。典体的には.筆稀らが開発したCSCＬシステムの導入のプロセスを活

助システムによって叩視化するとともに．研究将からの場への介入プロセスも同時に

描くものとする。なお，本’１１例を柵成するデータとしては，ＴＥＴに教師たちがllし

た111:き込み．ログデータ，Ｗｆが教IMjたちに対して行なった不定期のインタビューデ

ータ．メールでの質IMI紙鋼斑などが含まれる。

飛行らがCSCＬシステムを導入したのは，1999年３月からＴ県で活動をはしめた教師
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研究会「交流学習研究会」である。誰肴は交流学刊研究会に巣う現場教師たちが利川

するためのツールとして，ＴＥ'1,というCSCLシステムを１１N発した。ＴＥＴは,対蹄をｌｌｊ

心的な活動とした教師の学制共側体を枇築することをめざすCSCLであった。

(1)交流学習研究会

交流学習研究会は，当時，国立大学Ｔ大学教育学部付属牧育爽独センターの教貝で

あったＨ氏が1;宰した教fr実践研究会であI)，初聯牧育における学校Ⅲ】交流学判の拠

独を推進することを目的にしていた。

学校間交流学習とは，遠隔地の異なる学校に所属する子どもたちがインターネット

等の愉報技術を川いて行なう協同学判のことである。異なった地域にいる子どもたち

が同じ械物を育て生育の梯子を根告しあったI)，自分たちの地域の艇梁・販業などの

網代結果を共イルあったりするなどの多棟な沿勤が↑:↑まれるjﾙ合が多い（KUroknmi

eta1..1999)ｃ

研究会のメンバーは，テレビ会議システムなどを用いた交流学洲の実践を研究する

教師たち．教育学部学生，ＴＶ会識システムを開発する民Ⅲ会社の社ロなどである。

教師にとって，交流学習研究会は同じ拠跳ｋの悩みを共有する教師たちとの出会いの

場であり．自己研惟の場であった。

研究会に参加を希望した教師の背景はさまざまである。教師の11'には．地元のＴ大

学などで内地留学をした経験を有する者も数人いた。そのほか，総合的な学判の時川

や怖報教育に深い興味関心をもつ牧師．これまでは特定の民lHI教育迎肋Ⅲ体に所属し

ていた牧師．数11前にはじめてテレビ会縦システムを仙った教師もいた。いずれの教

師にも共通していたのは「新しい実践」に取り組もうとする愈欲だった。

交流学習研究会の活動は，２かＨに1度程皮のメンバーが集まって学Ｗ会・研究会

を開催していた。それに加え．ＩIごろからメーリングリストを用いた愉剛交換を行な

っていた｡メンバーの教師たちは，このメーリングリストを「F1分の災股を効串的に

進めたり」（1999/１０/１０牧師Ｅ質IMl紙)，「刺激を'j･えるもの」（1999/10/１１牧師

Ｄ質問紙)，「チャンスがころがってくるもの」（1999/１０/１１教師Ｆ質Ⅲ紙）と

して認識していた。

メールの内容は．事務連絡から交流学Ｗそのものに関するやりとり，技術的な州

慨．教育爽股センターが剛ＩするイベントＷｉ報など多岐にわたっている。時には、メ

ンバーどうしで撫強になることもあれば．大学教1111氏による叱叱激励がとぶことも

あった。

しかし．メーリングリストが開設されてからまもなく，さまざまな１１１１題が生じてき
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た。牧師Ｇは，飛肴のインタビューに対して，以下のように語っている。

｢こないだ用事があって３日間．メールみぱかつたことありました。（中略）これはいけん

と思って，１つずつ見たけど‘この発足会のことやら，事務的なことやら，ごっちゃでわ

けがわからんくなります」（1999/03/３１教師Ｇインタビュー）

メーリングリストは，おJ1:いの爽践や研究会として取り組んでいることをメンバー

余Llに周知させることをIl的にしているため，研究会に関連するすべての愉鰍がここ

に投稿きれることになっている。この方針を決定したのは，大学教貝Ｈ氏であった。

Ｈ氏は「たとえ，むだな怖報になるとしても，お互いが何をやっているかがわかるこ

と」（1999/06/１１）をiR祝したと述べている。またＨ氏は「怖報は自分から発侶しな

ければ入ってはこない。教師どうしの関係はギプ。アンド．テイクでなければならな

い」（1999/０６/11）と述べ．馴械的な相互の愉報発信を歓迎した。

しかし，このことは牧師Ｇの司葉にもある通り，情報の過多と話題の不可視化を生

み川してしまった。当時の交流学評研究会の活動システムは，図８－１のように描写

できる。

似１８－１において，：ｉｉ体には交沈学習iijf究会のメンバーとしての牧lll1j，迫典には，

交流学制研究会メーリングリスト，対象には教師どうしの相互作用，ルールには，テ

レビ会縦システムの運用状況を把握するために教師が実践報告をしなければならない

こと，州i１体には交流争刊研究会，分業にはともに実践に関係する悩報を相、二発侭

していくギプ．アンド・テイクに鵬づく対等な関係が位悩づく。

しかし，巡典である交流学習研究会メーリングリストと主体である数llIIjとのⅢに

■交流研究会メーリングリスト

■教師を

研究会

■研究会に間迎する

すべての慣鯛の投禍

図８－１

１９１１，ＡＲＴ２学判描動の空￥

<通倶

鐙1通

上

同体

■交流学圏研究会■ギブ．アンド・テイク
に基づく対等な関係

交流学習研究会の活動システム



は．内的獅而が起きている。これは．研究会を上紀のようなルールや分離のもと運営

していく以ｋ，ｉ冊勤システムにlﾉj包されるｲ《'ﾘ避的な卿117であり，蛸・のlﾉ､I的ｲＷｉと

よべるだろう

この内的矛盾の巾．その矛盾を解消することをⅡ的として．‘iY苫らが開発した

'1､ＥＴシステムの導入が行なわれることになった。

(2)TeacherEpisodeTank

猟人されたCSCＬシステムＴＥ'1,は、教lIl1iたちがＩI:いに1.Iらの'ﾉ戦をIMl'侭できる機

能，開示されたメッセージを整理.関係づける機能をｲiしていた（'|'脈ら，２()()l)。

側８２にみるように，ＴＥＴはおもに２つのインタフェースから冊成されている

筋・のインタフェースは．ジャーナルとよばれるメッセージをぺ』りとりするためのジ

ヘ･一ナル'ンインドウであゐ（側８２/f)。輔一:のインタッ.'－－スは．ジ･Ｉ'－ナルウィ

ンドウでやI)とりされたメッセージを適11:緋砿し，ｉ狐をlMI係づけたI)，｜､M1'ｋしたI）

す為､二とのできるリブしクシヨンポード（以1,.、ボードと略す）である（閃８－２

ｲ｢）ユーザーはこれら２つのインタフェースの『ツィンドウを交ﾉｆに切り伴えて，

'1Ｗ1,を使川すぁ各インタフェースのウインドウは１つずつ川.戦されていゐ

ジヘ･一ナルウインドウは，教師がl‘Iらの‘ﾉﾐ蛾を他のメンハーに|ｲﾘけて！冊ったI)．他

の牧師の爽餓にコメントを付記するなどの柑且作川が僻まれ患，いわば公的なインタ

フェースであるC相互作用はトピックごとにスレッドが股けられ時|川棚にそって表示

される

ボードはジャーナルウインドウｋでや1)とI)されたメッ･ヒージや，そこから準判断

|濯ＩｑｕＵ‘'1810.,願I‘I“や兜‘割‘刈I‘ |鑑１０.‘lQqlB,ＲｕI<１山㈲＆IMD,１１．K脚剛
ﾌｺ陣fルアイエノ

｡､;少鰯幾隠…Ｗ”
γ【文通望竺豆函目【その画ｹﾅｮ

ﾘ”&つくも

ジャーナルウィン ドウの－鍔分リフレクシコンボードの一那剥

図８－２ジャーナルウインドウとリフレクションボード

紬８噸牧師の学Ｗ川１１体をつくl)だずｌ雌



18|人が思椴したことをアイコンやリンクなどの表象を用いて可視化するインタフェー

スであり．このインタフェースを利川して教師は，教師間で交わされたメッセージど

うしを11:いに側係づけたりすることが求められる

ボードのアイコンとリンクには，それぞれ発甫の枠組みをあらわす「タグ」が設け

られているこれらのタグはTETが道具として使用される状況，つまりは木研究会

に将化されている。このようなタグを使用したのは，ジヘ･一ナルウィンドウ上の柑玩

作川をよりIﾘ１，的にポードヒで11｢視化するためであり，ｆどもや敦師やＴＶ会縦シス

テムなどといった典休的な枠細みを川いてジャーナルを側係づけることを支援するた

めである

タグつきアイコンには，大別して「私の考え」と「あなたの考え」というカテゴリ

ーがあり，そのF位カテゴリーに「子どものこと」「牧師のこと」「テレビ会議システ

ムのこと」「交流学刊のこと」「その他」という５つのカテゴリーがあるアイコン作

成時には．このタグに従ってアイコンの題端とその内容を記述することができる。タ

グつきリンクには，「もし私だったら（仮定法)」「関係するんだけど（関係)」「これ

を参妙にして（参，秒)」「でもね（やわらかな反論)」という４菰類のリンクがあり．

|粉1ｺ瓜鈍却叱IUD⑩p､鈴ｒ画員硯叩ｍｎｐｌｍｌ肥跡、圧 EEIｎ回
Pパ川誠イュ』

図８３リフレクションボードの一例（拡大図】

196『)ＡＲＴ２′沖l油動ひ)史ｉＹＩ



学習者はアイコンとアイコンの関係を代表するリンクを付与することができる。

学制将はジャーナルの一部を抽出しボードに反映したり，ボード上への将き込みを

そのままジャーナルにして容易に公開できる。

図８－３は教師Ｄのボードの全体像と，その一部を拡大した図である。このボード

において，教師は「学校や教師を変えるためにはどうするか？」という論題．「メデ

ィアとは何か？」という話題，「交流学評を通した子どもの変容」という諸胆を，自

らの授業「縄文時代を追体験する授莱：細文ワールド」に関巡づけながら．弧づいた

ことなどをボードにメモしている。

また，岡８－３中の拡大図では，総合的な学習の時間，悩報牧育，社会科の関係を

砿理し，それらがいかにあるべきかを考察している部分である。それぞれの論題は，

別々の時1111に汎なった文脈においてなきれたものである。ボードでは，このように牧

師たちによってかわされたメッセージを縦珊・閲迎づけることで甜迦を可視的にする

ことを支援する。

交流学習研究会メーリングリストにおいては，情報鐙の過多のため話題が不可視化

してしまうという内的矛盾が起こっていた。リフレクションボードは,この内的矛研

が解洲されることが期待された。

(3)TET導入直後の活動システム

ＴＥＴの使用は，1999年８月31日から，教師17人，大学研究肴１人．院生５人のも

とで側姑された。ＴＥＴでの教師の相互作用の競は，６か月でメッセージ散330件．ｌ

Ｈあたりのメッセージ数は3.66通，１人あたりのメッセージ数が13.2通となった。

図８－４にみるように．ＴＥＴ導入直後の活動システムの｣１体には牧師を中心とした

メンバーが位髄づき，道具にはＴＥＴが位置づく。対象には教師どうしの相互作用，

共lIjI体には交流学習研究会，ルールとして相互に実践報告を行なうこと，分業にはと

もに爽股に関係する怖概を相亙に発信していくギプ．アンド・テイクに雄づく対幣な

関係が位例づく。

しかし，上記のようにTET導入直後の活動システムの各柵成饗紫を決定した場合，

図８－４にみるように主体とルールの各栂成要素の間に，あるいは，主体と道具のNII

に内的矛晒が存在していた。これらは，TET導入によってシステム内部に4ｉみ川さ

れた鋪-:の内的矛ﾙとよべるだろう。

このことは．梢報品の過多のため話題が不1'｢視化してしまうという内的矛眉を解消

するためにＴＥＴを導入したのにもかかわらず．新たに弗二の内的矛咽が生まれたこ

とを意味する。伝統的なシステム開発研究あるいは教育「工穀」研究であるならば，

節８噸牧師の学判共101体をつくりだす１９７
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図８－４TET導入直後の活動システムにおける内的矛盾

これはIﾘlらかに災011火験の失敗ときれるところであろう。しかし，プレークダウンの

存ハルないシステムを没計することは非常に困難であるのと同様に（Winograd＆

FkDrcs’1986)，内的矛盾を発生させずして，新たなシステムを導入することは不可能

である《，活勤システムにおける内的矛胴は，「渦動システムの発展の源ﾙＵとして即

解されなければならない｡そして，そうであるならばその次に研究肴が行なうべきこ

とは「内的矛ﾉがどのような関係において生み出されているのか」を把握すること

と．それを通して「内的矛屑の解消のための介入」を画策することにある。

輔一.の矛Il1iである:Ｉｉ体とルールの内的矛屑は，研究会に参加する教師とＴＥＴを利

川するうえでの研究会のルールとの緊張でもあった。ＴＥＴ導入と111時に，拠賎報粉

をｷⅡ血:に行なうことや，他の教IMjが実独を棚皆した場合には，それらにコメントする

ことが火学敬&ｌＨ氏より放れて要舗された｡この要請は交流学習研究会メーリングリ

ストを他川していた際にもくり返されていたが，ＴＥＴを導入することにあたり，さ

らに強く鮎Ｗされた。

しかし，このルールは柵勤システムの唯体たる牧師と深刻な内的矛噛をリIき起こす

ことになる。戦m1jlは，このことを以下のように諾っている。

｢自分の実践を人に題れっていうんでしよ。でも，語れっていわれても．何を雷いたらい

いかね．わから芯かつたもんなぁ」（1999/10/０９教師ｌインタビュー）

牧師ｌの「何を笹いたらいいかね，わからなかったもんなあ」という諾りからは，

｢間分の爽践を人に眠る」というルールに対する懐疑がみて取れる。

l鵬１，Ｍ《ＴＺ学制j門助の‘段jYk

「



教師Ｊは，教師どうしが災践を識ることについて以下のように謝っている。

｢昔はみんなそうやって．同慨に励まされたり．センパイに叱られたり。そうやって一人

前になった。お互い，よく授業とかのこと．話したなって気がしますね」

（1991/12/１２教師Ｊインタビュー）

教師Ｊの慨iIiからは，かつての牧Illiたちのl川に「何をiWiればよいかわからない」と

いう状況は生れ11ﾄなかったことがよくわかる。同僚lIIlの励ましあいや先飛からの叱叱

激励など，教師たちの川には，相蜘側係が満ち足りていた。そして．その柑互関係は

いつのまにか「今は細のことになってしまう。ＴＥＴの導入とともに教師たちは．

実践を諮ること，また，他人の災股に対して意見や感想を炎明することが求められ，

深刻な内的矛肺を引き起こすことになった。

第二の内的矛胴は．１２体と道具の|Ⅲに顕在化した。この〃lWiは，ボードの概念が難

解で教師たちがすぐに理解できなかったことに起因する。

ボードは，メーリングリストヒで話題が不可視になってしまうことに対して開発さ

れたインタフェースであり．それをⅡIいて，教師たちがメッセージをよりよく珊解で

きるようにすることをIi的としていた。しかし，ボードのⅡ的は教師たちにとって，

当初理解が困難であった。

たとえば教師Ｉはリフレクションボードに関して以下のように鮒っている。

｢Ｎくん．あのボードさあ．時々開いてみてはいるんだけど，どやって．使えばいいんだ

かわかんないから．困ってるんだけど。なんか例をだしてよ。こやって（こうやって）使

うんだみたいにさ」（1999/10/１０教師Ｉインタビュー）

教師ＩはＴＥＴを利用して他の牧師と噸繁にコミュニケーションをとる牧師の１人

であった。しかし．その牧師ｌですら，ボードの利用法を即解できなかったことがみ

てとれる。

これら主体一ルール，蛎体一巡其の矛盾の結果，プロジェクト1M始11初ｌか月間の

活動システムが生み川した粘果は，本研究が目的とする教師の相工作川からはほど遠

いものになっていった．

第・に「爽独の州I)合い」が沈滞した。牧師からの発爾は，以IiiI低い状態を保って

おり，１１１に１件裡庇のメッセージの投稿がある概度であった．

第二に発言肴の固定化が進行した。一般に，メンバー全貝が積極的に参加している

鋪８単孜師の学制jtlIil体をつくりだすｌ”



誼子コミュニティでは．中心人物のしめる割合は，相対的に低くなり，コミュニティ

全体が活発な活動をみせるものと琴えられる。（川上ら．1993)。ＴＥＴにおいては，

適典とのIlUに内的矛盾をおこしていない教師が発現肴として固定化するﾘ態が川現し

た。ＴＥＴにおいて最も発筒数の多かった人物を．１位発荷者とし，以下，２番目を

２位発言者．３番目を３位発言肴としていき．各発言将の発言が，総発言数に占める

割合を算出する。当時の上位５人の発耐串は，】位発両者の研究者Ｎ（24.54％)，２

位発冨稀の教師Ｂ氏（939％)．３位発前行の牧師Ｉ氏（8.78％）・４位発薗肴の教師

Ｆ氏（8.48％）・５位発喬者の教師Ｄ氏（7.87％）となった。１位発箇将は，研究智で

あり，２位発言者・３位発筒肴．４位発前肴．５位発箇打は教師である。そして，こ

の上位発言者群の発言割合は，約60％から姫大時には，約80％であった。発言者がき

わめて限定されていることがみてとれる。

以上２点の結果をまとめると．ＴＥＴ導入j1i初，特定のキーパーソンによって．

時々実磯の報告がなされる形態の．一〃向的なコミュニケーションが営まれていたこ

とがわかる。教師のための学Ｗ将共同体はいまだ可視化していない。

(4)活動システムへの介入

デザイン実験アプローチ竿に触発された近年のCSCL研究の多くは，研究対象や場

に積極的にかかわることを当然祝している。そうした研究の多くは，システムの機能

の効果に加えて．そのシステムが有効に機能するために行なった研究者の介入を含め

て記述を行なうことが，教行学的に１１型iな研究法であることを主張しはじめている。

学習はシステムの機能やインターフェイスだけから導かれるものではない。導入した

システムとシステムが利用されるさまざまな状況や州条件こそが学習を支えていると

考えるのであり，そのために研究打は介入する。

図８－３にみるように，筆将らは'1,E'1,導入r〔後の内的矛屑を解消するために，活動

システムへの介入を行なった。本節では，その--．剃を昨解する．

飾一.の介入は，牧師たちが向らの拠映を踊り合えるように．「Ⅲ接的な発司の促進」

を行なったことである。

第二の介入は，リフレクションボードの使用方法やその概念モデルについての教師

の理解を促進するため．実際にリフレクションボードを使用している教師のボードを

耶例として提供したことである。この介入を「ﾘＩ例提供」とよぶ。

1）間接的な発言の促進

ＴＥＴ導入直後，教師たちは「向分の火跳を人に紙る」「他の教師に対するコメン

ト」というルールに対して抵抗感を感じていた。研究者による「間接的な発青の促

2(X）ｌ》ART２学習橘動の愛姉


