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｢学級的事実」としての「学習」の達成

一授業場面におけるく文の協働制作〉の相互行為分析

1．はじめに－「学級が学習した」ということへの関心一

山 田 鋭 生

教室に入り、教卓のとこへ行くと、生徒が｢起立」と号令をかける。起立のつぎに「気を

つけ」まで入れる。それで｢礼」をする。（中略)生徒が着席すると、「ノートを開けて」と言っ

て、前回やったところを確認してから、今日のところに入る（河上1999,p.98)。

これは、教師の側から記述された、おそらくは誰もがイメージ可能な授業の冒頭の風景

である。我々はこのような授業場面に慣れ親しんでいるが、ここで一つの疑問が湧く。「な

ぜ、教師は何の前置きもなくく前回やったところ〉と言い得るのか｣。本稿の問題関心はこの

ような疑問からスタートしている。<前回やったところ〉とはすなわち、前回の授業で学習し

た内容のことであるが、同じ授業に参加していても実際には児童一人ひとりがどれだけ授業

内容を理解できたか、その学習状況は異なるはずである。それにもかかわらず、教師はく前

回やったところ〉と端的にく児童全員に対して〉前回の学習内容を指し示すことができるの

だ。このようなことが可能であるためには、児童一人ひとりがどれだけ授業内容を理解でき

たかどうかとは別に、その学級ではどこまでの範囲が学習されたのかということについての

基準が存在している必要があるように思われる。学校現場においてそのような基準は「授業

の進度」などと呼ばれ、例えば調査者が教師に対して「<前回やったところ〉はどこですか」

と質問すれば即座に応答が返ってくる。学校現場においては、ある学級がどこまで学習を完

了したかということ、すなわち「授業の進度」というものがある程度自明なものとして存在

し、現場のメンバーたちによって運用されているのである(')。

しかしながら、例えばある一時間の授業が終了した際、学級内には様々な学習状況の児童

が存在しているはずである。授業で取り扱われた以上のこと、さらに先のことを理解してい

る児童もいれば、授業内容を全く理解できなかった児童もいるだろう。そういった中でも、

教師に上記のような質問を投げかければ即座に答えが返ってくることは容易に想像できる。

もちろん教師はそのように児童それぞれの学習状況に差異があることは認識している。その

一方で、学校現場においては、一時間ごとにその授業中に学ばれるべき事柄が存在している

のである。だからといって、「本時の目標」である事柄を児童が学習できたかどうかについて、

教師が授業中に児童全員に対して確認するようなことは不可能である。もし教師がそのよう

なことを行えば授業の進行や進度に遅滞をもたらすため、実際にそのようなことが行われる

(やまだ・ときお共栄大学）
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ことはほぼないといってよい。教師は、児童それぞれの学習状況に差異があることは認識し

つつも、その児童たちの集合体である学級を単位として日々の授業を行っていかなければな

らないという、一種のジレンマ状況に置かれているのである。しかし、学校においては日々

授業が行われ､「授業の進度」というものが確定されていく。そのようなジレンマ状況にあっ

て、教師はいかにしてそれを可能としているのだろうか。

そう考えると、「前回やった」のは誰なのか､「学習した」のは誰なのかということを問わず

にはいられないのである。｢授業の進度」はいかにして確定されるのかという問いに答えるた
●●●■●●

めには、授業場面においてはある個人が｢～を学習した」ということと共に、ある学級では

｢～を学習した」ということが重要視されることに着目しなければならない。本稿はこの点

に着目し、授業場面における相互行為を分析することにより、上記のようなジレンマを解消
●●●●●●

しつつ、ある学級では「～を学習した」という事実が確定される方法を明らかにする。すな

わちそれは「学級が学習した」ということに関心を向けることなのである。

2．授業場面における学習への接近方法

21．達成としての学習

1970年代以降、それまで「ブラックボックス」とされてきた授業という現象自体が問い直

され、社会学的な研究対象となっている。その中でも授業場面に対してエスノメソドロジ

ー・会話分析（以下EMCAと表記）の立場からアプローチした研究には数多くの蓄積がある。

例えば､McHoul(1978)、Mehan(1979)、Macbeth(1990,2011)、五十嵐(2003)、大辻(2006)

らの研究が挙げられる。それらは主に授業場面において学習の過程がどのように組織化され

ているのかといった問題に焦点を当てたものであったが、近年では学習者が何か特定のこと

を「学んだ」という事実が達成される方法に焦点が当てられており（五十嵐2007,西阪2008)、

心的過程や内面の変化ではない「達成としての学習」の探究が行われている。

例えば西阪(2008）は、バイオリン奏法のインストラクション場面の分析を通してこの問

題に接近している。西阪によれば｢学習」とは、「学習した」｢上手に演奏できた」といったこ

とを、あるメンバーが他のメンバーに帰属すること（すなわち相互行為の参与者たちに、そ

して観察者にも、誰かが｢学習した」ということを観察可能にする行為）によって達成され

る現象であるという。そこでは、学習の達成に伴い、例えば脳の中で何らかの化学変化が生

じるといったことは否定されない。しかし、バイオリンの演奏を子どもが｢学習した」とい

えるかどうかは、あくまでバイオリンの弓の動き、動かす範囲、リズムといった子どもの振

る舞いに関する条件が揃った上で、教師が「上手に演奏できた（学習した)」ということを意

味する述語を学習者である子どもに帰属するかどうかにかかっているという。バイオリンの

インストラクションに限らず、我々が｢学習した」ということを誰かに帰属する際には、｢脳

に何かが起きたことを参照しているわけではないし、そのような出来事を推測しているわけ

でもない」(西阪2008,p､58)。ある人が何らかのことを「学習した」と言い得るとき、そして、

それを研究の対象とする際に重要なのは、「学習した」という表現に対応する脳の変化や心的

過程を探し当てることなのではなく、「学習した」という述語がどのように用いられ、帰属さ
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｢学級的事実」としての「学習」の達成（山田）

れ、それによって「学習した」という事実が達成されるのかを、観察可能な相互行為という

水準で探究することなのである。本稿において「学習」を探究する際にも、同様にそれがど

のような相互行為を経て達成されるのかという点に着目していくことになる。
●●●

ただ、西阪(2008)はあくまである個人が｢学習した」ということの達成を記述しているの

であり、そのような場合には先に本稿が述べたような「ジレンマ」には陥らない。教える者

と教えられる者が一対一であるとき、そこにはそもそも個人間の学習状況の差異などという

ものは存在しないからである。本槁が明らかにするのは、様々な学習状況の児童が存在する
●●● ●

中で、学級という集団が「～を学習した」という「事実」が構成される方法であり、本稿は個
●● ●●●●●

人が｢学習」する方法を問うことに対して、学級集団が｢学習」する方法を探究することにな

る。教師は、授業の終盤においてその授業内で取り扱った事柄を児童たちと一緒に確認し、

授業を終了させる(2)。小学校授業場面においては、このような事態をもってその授業で取り

扱われた内容の「学習」が達成されるということが頻繁に観察されるのである。

2.2．授業場面を構成するIRE連鎖

授業場面を分析した初期のEMCA研究者であるMehan(1979)は、授業自体を社会的に

構成されたものであると捉え、それがいかなる発話の連鎖によって構成されているのかとい

うことを考察の対象とした。その中で、MehanはIRE連鎖と呼ばれる発話連鎖を、授業を

構成する相互行為の過程として位置づけた。IRE連鎖は、教師による開始(Initiation)－児

童の応答(Reply)－教師による評価(Evaluation)という三つのターンから成り、それは学校

での授業を経験してきた我々にとって‘W||染み深いものである。学校においては、教師と児

童との間の知識の非対称性と、授業場面特有のタスクのためにIRE連鎖が頻繁に現れるが、

本稿にとってIRE連鎖は授業過程の記述を行い、本稿が提起する「学習」の達成を観察可能

にするための重要な視点となるものである。

例えば以下の場面は、関東圏の公立小学校におけるフィールドワークの中で、6年生の学

級で行われた算数の授業をビデオカメラで撮影し、それをトランスクリプト化したものであ

る（調査期間は2008年9月～2009年7月)'3)。この授業においては、ある正方形と長方形に

ついて、それぞれどのような規則を守れば同じ形で大きさが異なる図形を作れるのかを明ら

かにすることが目指されていた。正方形については、縦と横それぞれの辺を①1センチずつ

増やすか、②2倍、3倍、4倍…としていくことで、正方形のまま大きさが異なる図形を作る

ことができる。一方、長方形の場合には①の方法では形状が変わってしまうため、②の方法

のみが有効となる。【データ1】は、長方形について正しい方法を採った場合、縦と横それぞ

れの辺が何センチになるのかを教師が確認している場面である。

【凡例】

ﾛ…教師､画…特定の児童､ﾛ…児童(一人)､園…児童(複数人)､国…児童(全員に近い人数が発

話しているように聞こえる場合)､□…直前の音の弓'き延ばし､同…発話の重なり､目…前後の発話

が切れ目なく続いている様子､国…語尾の音が下がっている様子､目…語尾の音が上がっている様子、

m･･･直後の音が極端に上がっている様子､□…短い間､m…n秒の沈黙n…聞き取り不可能
な箇所､｢てて一両…観察者の注記

153



子ども社会研究21号

【データ1】

1T:2倍3倍の((という方法を採用した))人いってみましょう。

22倍の人、縦が2倍だと？

3S:2センチ：：：o

4T:2センチ、横は？

5Ss:8セン[チ。］

6Ss:[8]センチ::o

7T:3倍だと？

8S:3センチ＝

9Ss:=3センチ[:::｡]

10T: ［うん］、3センチ横は？

11S:12センチ：＝

12T:=12、ここまではノートに書けるかな？

ここではIRE連鎖が顕著に現れている。まず、1～2行目で教師は「2倍3倍の人いってみ

ましよう。2倍の人、縦が2倍だと？」と述べて児童に質問を行い、シークエンスを開始(I)

している。そして、誰か特定の児童が指名されたわけではないが、3行目ではある児童が｢2

センチ:::」と述べることで教師の質問に応答(R)している。そして、4行目では教師が｢2セ

ンチ」と端的に述べることによって、児童の応答が正しいものであると評価(E)しているの

である（ここでは「よくできました」などといった正誤を断定する発話はなされていないが、

児童の応答を繰り返すことで、それが｢正しい」ものであると評価しているといえる)。ここ

まで見てきたように、1～4行目のやりとりをIRE連鎖として記述可能であり、このような

形のやりとりは、7行目(I)、8．9行目(R)、10行目(E)にも現れている。

2.3.|RE連鎖への批判

Mehan(1979,pp.72-74)は授業を開始(Opening)、教授(Instructional)、終了(CIosing)

の三つの局面(Phase)に分類し、IRE連鎖は様々な機能を持ちながらどの局面においても

頻出するものだと述べている。その一方で、教育方法学の立場からは、IRE連鎖は教師一児

童間の非対称的な知識配分を前提としており、常に教師が正誤の判定を行うために必然的

に権力関係が生じ（佐藤1996a,pp.7677)、授業の創造的性格を剥奪してしまう（佐藤1996b,

p､96）という批判がなされている。そのようなIRE連鎖に表れる教師一生徒間の権力関係に

おいては、シークエンスの上では教師の側に権力が配分されているように見えるが、その中

で授業会話がIRE連鎖に終始することで「教師の自意識としては、むしろ実践者としての教

育の力の無力を体験しているのが実感であろう」(佐藤1996c,p.187)とされている。IRE連

鎖による授業の進行は、創造性を欠き、権力関係を顕在化させる一方で教師には無力感を

生じさせるものとして捉えられているのである。また、佐藤(1996c)はIRE連鎖の中に表

れている人称にも着目し、教師が自身を「先生」と呼ぶことについて「教師の『私(1)』とい

う主格をひたすら隠し『先生なるもの』(theteacher)という抽象的な主格へと転化する作用」

(佐藤1996c,p.189)があると指摘する。つまり、「先生」を一人称として使用することにより、
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｢学級的事実」としての「学習」の達成(I｣IIII)

授業において教師は一人の個人ではなく、抽象化された役割（カテゴリー）を演じることに

なるというのである。そして、そういった「一人称の喪失」(佐藤1996c,p.190)が生じた教

室空間においては、児童もまた一般化された「児童」という役割（カテゴリー）へと同一化し、

｢多数の『誰かさん(somebody)』へと転落する」(佐藤1996c,p.191)という。そしてその結

果、教師や児童は彼らが扱う知識に関しての「著者性(authorship)」を剥奪されることにな

るというのである(4)。

しかしながら、本稿はむしろ教師の側に優位な権力配分により生起する相互行為によって

達成される「学習」の存在を明らかにする。そしてその結果として、個人への学習の帰属や
●●●

児童それぞれの「著者性」という視角からは明らかにならなかった、「学級が学習した」とい

うことの意義を明らかにする。そして、本稿が示すような、IRE連鎖から派生した特有の相

互行為形式こそがそれを可能とするのである。

3．「学習した」という事実の構成

3.1．誰でも発話可能な状況を作り上げる作業

以下の【データ2】は、【データ1】の直後の場面であり、授業の中でそれまでに何が行われ

てきたのかが定式化され、伝達されてきた教科についての知識の再確認が行われている場面

(Mehanl979,pp.4647)である。

【データ2）

じゃあちょっと前注目してみてください。

（6.0）（（児童が静かになっていく））

正方形の場合だと、1センチずつ増やせば、同じ形を描けたし：：

倍にしても良かったよね:。長方形は？

（1．0）

たぶんだめ。

ダメだね:：、1センチずつ増やしたり決まった数だけ増やしても

同じ形に↑は、

ならない。

［ならない］

［ならな:：い］

［（）］

［ならない］よね。

（3.0）

長方形は長方形なんだけど同じ、形で↑は＝

＝ない＝

＝なくなっちゃうね。逆にこっちは：:2倍3倍だと、

[同じか（）］

[同じ形:：：：：：＝］

＝同じ形になるんだね:：：：。これ何か決まりがある？

（7.0）

こっちが縦の長さ1センチだと：：、横の長さは4だよね：？

Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｓ
Ｇ
肥
Ｔ

Ｏ
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２

I
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ここではまず､「じゃあちょっと前注目してみてください」と教師が述べることで、それま

で教師と共に口々に発話を行っていた児童たちが静かになり、また新たに教師の側からシー

クエンスを開始することが可能な状態が作り上げられる。このことによって教師が授業で取

り扱われた内容の再確認を開始するための準備が整い、3行目から教師は「正方形の場合だ

と、1センチずつ増やせば、同じ形を描けたし::、倍にしても良かったよね::。長方形は？」

という発話によって新たなシークエンスを開始するのである。この時着目すべきなのは、教

師は「長方形は？」と語尾をやや上げ気味に発音することによって発話を終えているが、そ

の時には特定の児童を指名しているようには見えないということだ。それにもかかわらず、

児童Aは「たぶんだめ」と発話することによって教師の開始に応答している。このようなや

りとりは【データ1】にも見られたが、そのことは、教師と児童が次のような規則を共有し

ていることを観察可能にしている。それは、通常はある児童が発話して良いのはその児童が

教師に指名されたときであるが(教師が話をしている途中で児童が発話すると、時に無視さ

れたり注意を受けたりする）、特に指名がなされていない場合であっても児童の発話が許可

される場合があるという規則である。そしてこのような規則が運用されているということは、

6行目の児童の発話が7行目において教師によって評価されるということによって達成され

ている。このような教師と児童との発話ターンの交代は、IRE連鎖の中でも教師の開始が明

示的ではないものである。IRE連鎖における教師の開始には、「～さん」と特定の児童を指名

するような明示的なものから、ここで見てきたような、児童を特定しないものまで、その宛

先の明示性がグラデーションを成しているのである(Mehanl979,pp.92-93)。

このようにして、教師の指名なしの発話が許可されることによって上記のような規則の運

用が教師と児童の間で確認されるのだが、そのことは7行目以下に続く局面(授業で取り扱

われた教科についての知識の確認）を構成する相互行為が行われるための下地を作り上げる

のである。それでは、その知識の確認作業はいかにして行われているのであろうか。

3.2．日常会話におけるく文の協働制作〉という方法-H.Sacksによる観察一

授業場面において教師の指名なしの発話が許可されるためには、【データ2】のように教師

と児童の間での確認作業が伴う場合がある。このことが、授業場面においては教師の指名な

しに児童が発話してはならないという規則の存在を指し示しているといえるのであるが、そ

の一方で、日常会話においてはむしろ発話のターン取得の機会はその場の参与者に等しく開

かれている。Sacks(1992,pp.144-149)は、あるセラピー場面を観察することを通して、人々

が巧みにく文の協働制作〉を行うことを分析している。以下の場面はセラピーが行われてい

る部屋で3人の少年(Joe,Henry,Mel)が話をしているところに、新たにもう一人の少年が

入室してきた際に、3人の少年が新参者の少年に向かって言ったものである。

Joe:(cough)Wewereinanautomobilediscussion,

Henry:discussingthepsychologicalmotivesfOr

Mel:dragracingonthestreets.
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この中に見られるように、日常会話においては複数人によってある一つの文章を分担し

て言うということがしばしば行われる。この事例を見てみると、Joeの発話はそれ自体で完

結した文章になり得る(Wewereinanautomobilediscussion.)。しかし、その後でHenryが

｢discussingthe～」と続けることでJoeの発話は完結していないものにされ、さらにMelが

それに続くのである。このような会話においては、2番目に発話を行う人物がその会話の性

質を決定する上でのキーマンとなっている。例えば、Joeの発話の後で、Henryが｢Doyou

likeautomobiles?」などと新参者の少年に向かって言えば、その後の会話の生起の仕方だけ

でなく、Joeの発話の意味も全く異なるものになるだろう。そのような意味では、上記の例

において、Henryの発話はく文の協働制作〉の誘因になっているといえるだろう。そのよう

な発話を本稿では「トリガー(TrigJr)」と呼ぶことにする。

3.3．授業場面におけるく文の協働制作〉

【データ2】では、7行目において児童Aの発話を評価した後で、教師は「1センチずつ増や

したり決まった数だけ増やしても同じ形に↑は」と述べることで再び次のシークエンスを開

始している。そしてその後、9行目において今度は児童Aとは別の児童Bが「ならない」と

答えることによって教師に応答している。それだけではなく、児童cが「ならない｣、児童

Dが「ならな::い」と述べることによって、そして児童Eも何らかの発話を行うことで、7．

8行目の教師の発話に応答しているように観察可能である。しかもそれらの応答は、9行目

の児童Bの応答に少し遅れて、お互いが重なり合うようにして行われている。このことは、

教師の7．8行目の質問に続いて発話するということが特定の児童にだけ開かれているので

はなく、児童であれば誰にでも開かれていると児童たちが理解していることを表している。

さらに、7．8行目の教師の発話は独特な形をとっている。教師が｢増やしても同じ形に↑

は」と語尾を上げて発話することによって、その後に続く児童の発話は「～ない」という形、

すなわち「ならない」という形以外が(かなり）生起しにくくなっているのである。そのため

少なくとも児童B・C．Dはそのように発話しているのが観察可能である。その後で、教師

は児童C・D･Eの発話と重なる形で「ならないよね」と述べ、9～12行目の児童の応答に評

価を与えているのである。そして何よりも注目すべきなのが、7．8～12行目までのやりと

りにおいて、教師と児童は協働して、ある一つの文を作り上げているように見えるというこ

とである。この部分のやりとりにおいて、教師と児童(B～Eの複数人）は、長方形につい

ては「1センチずつ増やしたり決まった数だけ増やしても|司じ形にはならない」という一つ

の文を分担して述べ、まさにく文の協働制作〉を行っているように見えるのだ。

そのように考えると、7．8行目からの教師は、語尾を上げて発話することによって、「ト

リガー」となるような発話を敢えて開始部分において行っているといえるのではないだろう

か。教師はシークエンスの開始部分においてそのような形での発話を行うことにより、【デ

ータ1】で見られたような通常のIRE連鎖を生起させるのではなく、〈文の協働制作〉を行う

ための「トリガー」を提示し、それよって児童もく文の協働制作〉に参加することになるので

ある。さらに、教師はそのようなく文の協働制作〉に対して【データ2】の13行目のような形

で評価を与える。このようにして、開始一応答一評価という通常のIRE連鎖とは異なる形
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でく文の協働制作〉の連鎖が構成されるのである。さらに述べるならば､「トリガー」はその

会話全体の性質を決定する発話であり、日常会話においては原理的には誰にでも「トリガー」

を提示する権利がある。一方で、授業場面においては「トリガー」を提示する権利は教師の

側にあるといえる（【データ2】において行われているような「トリガー」を児童が提示する

ことは考えにくい)。「トリガー」を提示する権利が特定の参与者にのみ与えられていること、

そして、誰かのく文の協働制作〉への参加に評価を与えることは、Sacksが指摘した日常会

話の特徴とは明らかに異なるものである。そして、そのような授業場面に特有のく文の協働

制作〉によって、小学校においてはその授業内で取り扱われたことが確認され、そしてそれ

らは「学習」されたことになるのであるが、それについては以下で述べることにする。

3.4.IRE連鎖とく文の協働制作>の連鎖との差異一｢学級的事実｣の構成一

ここで、IRE連鎖とく文の協働制作〉の連鎖との差異を確認し、〈文の協働制作〉の連鎖の

持つ意味を確認しておきたい。下の図はそれぞれIRE連鎖とく文の協働制作〉を表したもの

である。この図から、IRE連鎖とく文の協働制作〉は発話ターンの交換という観点から見る

限りでは「教師一児童一教師」という形をとるという共通性があることが分かる。

【IRE連鎖】

（予測不能）

|謂始(Wnit.iation)kEF---1児童の正答(Reply)|
、

、

、、1児童の誤答函祀

’

【＜文の混働制作＞】

（予郷不誇性硫減）

'教師による評価(Eval']atiOn)

|トリカー('m"e,jl 目児童の寄与(Contribulion)||教師による評価(Evaluation)

’

ただ、IRE連鎖においては、教師による開始に対して児童の応答が正答であるのか、誤答

であるのかはその時々の偶発性に委ねられており、教師には予測不能なものである。児童の

応答が正答であれば、教師はその次のターンにおいて「そうですね」などと評価を行うだろ

う。しかし、児童の応答は誤答である可能性もあり、そのような場合には再度開始がなされ、

正答に至るまで修復が行われることもある(Mehanl979,pp.57-59)(5)。一方､<文の協働制作〉
●

の場合、トリガー(T)は「増やしても同じ形に↑は」といったように、その後にくる児童の

発話の形を限定したものであり、教師にとって児童の発話は予測可能なものになっている。

すなわち、トリガーに続く児童の発話の予測不能性が縮減されているといえるのである。そ

の結果、トリガーの後には、誤答の可能性が縮減された発話として、単一文の産出への児童

の寄与(C)がなされることになるのである。また、IRE連鎖は二つの隣接対を含むとされる。

｢開始一応答」が第一の隣接対であり、その完了をもって「開始一応答」が第二の隣接対の第

一成分となり、それが完了したことへの評価がなされることによって第二の隣接対が完成
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する(Mehanl979,p､54)。それに対してく文の協働制作〉においては、「トリガー－児童の寄

与」という隣接対、すなわち単一文の産出への評価(E)がなされる。以上のようにして、「ト

リガー(T)－児童の寄与(C)－評価(E)」というく文の協働制作〉に特有の相互行為形式が

現れるのである。さらに､<文の協働制作〉では、児童がそれに寄与するターン(C)において、

特定の児童が指名されるわけではなく、児童の中で誰がそのターンを担っても良かった（も

しくは、複数の児童が同時に担う場合もある)。そのことはSacksが以下のように指摘した

現象を引き起こすのである。

2人で単一の文を産出するということは（中略)、2人が互いに親密であることを示

すわかりやす、 〕装置である、 というように我々は受け取る。彼らカップルは2人で一つ

のユニットなのである。というのも、単一文の産出というものは、あるユニットによっ

て行われる事柄の典型的な事例であるからだ。通常、そのユニットとは1人の人間のこ

とであるが、このことは翻って（中略)、 必ずしも明確となっているわけではないユニ

ツトが自らの存在をデモンス 卜レートする方法がある という ことを示しているのだ ｡

(Sacksl992,p.145下線は筆者によるもの）

Sacksによれば、ある一つの文を複数人で述べること、すなわちく文の協働制作〉は、必

ずしも明確にはなっていない人々のユニットを明確にするための方法となり得るという。つ

まり、7．8～12行目のやりとりは、〈文の協働制作〉を行うことが教師と児童B～Eを一つ

のユニットに纒め上げているということを意味するのだ。それは、「1センチずつ増やしたり

決まった数だけ増やしても同じ形にはならない」という一つの文が教師と児童たちに共有さ

れているということでもある(6)。そしてそれは、次のようなことを意味する。教師と児童は

く文の協働制作〉という、授業の終了局面で教科についての知識を確認するという活動に参

与する行為者であり、そのことは「教師」と「児童」というカテゴリーが含まれる「学級」と

いうカテゴリー集合(Sacksl972a)を立ち上げることになるということだ。そして、「学級」

というカテゴリー集合が立ち上げられた以上、そこで共有された文はそのカテゴリー集合内、

すなわち「学級」において共有されることになるのである。

このような教師と児童によるく文の協働制作〉はすなわち、以下の二つのことを意味する。

第一に、授業場面においてく文の協働制作〉を行うことは、教師の側にのみ「トリガー」を提

示する権利があるという意味で、日常会話におけるそれとは異なる、授業場面に特有のく文

の協働制作〉の連鎖だということである。本稿ではこのようなトリガー(T)－児童の寄与

(C)－評価(E)という連鎖を、IRE連鎖の一つのバリエーションである「TCE連鎖」と呼び

たい。TCE連鎖を通じて、ある文が一つのユニット（教師と児童たち）に共有され、相互反

映的に「学級」というカテゴリー集合が立ち上げられるのである。そのとき、その「学級」に

おいてある文（すなわち学習課題）を協働制作し、共有したという事実が構成されることに

なる。そのように構成された事実を本稿では「学級的事実」と呼び、学級的事実が構成され
●●●●●●

ることこそが、ある学級では「～を学習した」ということを達成するのである。これが本稿

において提起する「学習」観であり、ある個人に「学習した」という事実を帰属することを学
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習であると捉えるような学習観とは明らかに異なるものであるといえる。この「学習」にお

いては、個人への学習の帰属の有無が重要なのではなく、TCE連鎖によって「この学級では

～が共有された」という学級的事実を構成することが重要なのである(7)。さらにいえば、教

師が「トリガー」となる発話を行いTCE連鎖を発動させ、学級的事実を構成するという営み

は、教師一児童間に特有の教師に優位な権力配分によって生じるものである。

第二に、このTCE連鎖によって「学習」を達成すること、すなわち教室内のメンバーた

ちを「学級」というカテゴリー集合に纏め上げることは、その相互行為を行ったメンバーた

ちを匿名化し、カテゴリー化することに繋がるということである。Sacks(1972b)によれば、

ある特定のカテゴリーには特定の活動が結びついている。本稿のデータに則して述べるなら

ば､「教師」というカテゴリーにはトリガー(T)という活動が､｢児童」というカテゴリーには

寄与(C)という活動が、それぞれ結びついていることになる。そのことは翻って、トリガ

-(T)を行う人物に「教師」というカテゴリーを担わせる一方で、それに寄与(C)する「児

童」というカテゴリーの担い手を明らかにするのである(8)。そして､その際には「～先生｣、｢～

くん」や「～さん」という固有名をもった「一人称」(佐藤1996c,p.190)の人物が相互行為に

参与したことは問題とならない。あくまでもカテゴリーとしての「教師」と「児童」が｢学級」

において協働で学級的事実を構成したことが重要になるのである。ここで改めて本稿冒頭の

河上(1999)の記述に立ち戻ってみると、学級的事実の構成の意味がより明確になる。〈前回

やったところ〉とはすなわちTCE連鎖によって構成された学級的事実のことであるし、授

業の始めに端的にそれを「確認して」しまうことが可能であるというところに、「学習した」

メンバーと学級的事実を匿名化し、〈前回やったところ〉は答えられるべきであるという規範

を立ち上げる、学級的事実の特徴が表れている。そしてそれは教師による授業の主観的記述

においてだけでなく、実際の相互行為場面においても観察可能な現象なのだ。

3.5教室のメンバーによる｢学級的事実｣の運用一一斉指導の根本現象として－

例えば【データ3】は【データl】【データ2】とは別の授業の冒頭部分である。まず､｢始

まりの号令」によって授業が開始されるが、ここでは学級的事実の特徴について考察を行う

【データ3】

はい、それでは。え：：と、皆様。こないだの勉強で、あの：：、

一番最初小さな村ができあがってきて、一番最初にみんなの指導者的な

その村のね、集落の、指導者的な立場になった人なんていうんだつけ？

（（一人の児童に手を向ける))Bさん。

んと、貴族、あ豪族、

貴族。

（（多数の児童の笑い））

あまた間違えた。

豪族。え豪族だつけ？小さな村のときはなんだつけ。

村[長]。

［村]長。

うん村長、長、ね、そういう、え：：指導者的な立場の人だったよね。

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
艶
艶
Ｔ
Ｏ
１
２

１
２
８
４
５
６
７
８
９
１
１
１
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上で有益な相互行為が展開されている。

本稿において「学習」とは学級的事実の構成のことであるが、教師は授業を開始する際、

前時において「学習」された学級的事実を資源にして授業を開始するということを行う。そ

れは1行目の教師の発話に見られるように、「こないだの勉強」などというような形で前時を

指示し、「学習」された学級的事実を前提として、それを問うこと（｢なんていうんだつけ？｣）

によって行われるのである。そして、3行目において教師が「なんていうんだつけ？」と質

問したときには、指名された児童Bは正答を述べることができるということが前提とされる。

児童Bには正答を述べる義務が発生するといってもいい。そのことは、5行目において児童

Bが誤答を述べてしまったことに対して、笑いが発生していること、また、9行目において

教師が再度学級全体に質問をし直した際に､多くの児童が答えられていること(10･11行目）

からも観察可能である。さらには、12行目の「指導者的な立場の人だったよね」という教師

の発話はすでに存在する学級的事実の確認という形をとっており、この場面は教師と児童に

より前時までに構成された学級的事実が運用されている場面であるといえるのである。

このように、学級的事実はひとたびそれが構成されると教師や児童といった個人に対して

外在し、個人を拘束するものであるといえる(9)。学級的事実とは単に前時の学びの内容であ

るだけではなく、それは「学級」のメンバーであれば利用可能であるべきだという規範を伴

うのであり、それは5行目の笑いの発生や、12行目の教師による確認という形での発話から

観察可能である。だからこそ次の時間の開始時などには学級内のメンバーによって相互行為

の資源とされ得るのだ。ここで留意すべきなのは、もしここで扱われている知識がある特定

の「誰か」のものであったならば､「こないだの授業」という形で前時に学んだことを学級内

の全ての児童に対して問うということはできないはずだということである。前時で学んだこ

とは、匿名化された学級的事実という形をとっているからこそ、【データ3】のような相互行

為が可能となっているのである。一単元、あるいは一年間といったスパンで学級の成員たち

が学んでいくという出来事は、学級的事実を積み上げていく（あるいは、更新していく）作

業として捉えられる。そして、学級的事実を構成し、それを積み上げる（更新する）という

ことこそが｢授業の進度」を確定していくことを意味するのであり、様々な学習状況の児童

が集まった集団である学級において、「学習」を達成するための実践なのである。児童の学習

状況が様々であるということは、ある一時間の授業の中でも、その内容を完壁に理解した児

童から全く理解できなかった児童まで、まさに千差万別の児童が存在しているということ

だ。そのような中で、あることを「学んだ」という学級的事実を構成することは、本稿が冒

頭で述べた「ジレンマ」状況を解消しつつ一斉授業という形態で学習を進めていく際に不可

欠（それと同時に不可避）の実践なのであり、その不可欠性(不可避性）こそが、学級的事実

の構成・運用が一斉指導の根本現象であるということを指し示すのである。

4．おわりに－「学級的事実」の含意一

本稿が明らかにした「学級的事実」の構成・運用という現象は、一斉授業における学びの

継続性を確保するためには不可欠（不可避）の実践である。本稿においてはそれを一斉授業

可〆司
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の根本現象と位置づけたが、学級的事実が運用される場面は一斉授業だけではない。例えば

児童が「(ある授業内容を）分かっていない」ということ自体、学級ではその授業において何

を取り扱ったのかという学級的事実の存在なくしては生起し得ないのであり、その上で、そ

こからの個別指導を可能にするのも学級的事実の存在なのである。また、教科の学習だけで

はなく、生徒指導においても学級や学校の決まり事を協働して確認し学級的事実を構成した

からこそ可能となる実践があるだろう。すなわち、多数の児童に対して一斉指導を行う一方

で個人への指導を行う学校においては、授業場面に限らず様々な場面で学級的事実の構成．

運用が観察されるということである。そして、TCE連鎖の他にも、教師が単独発話で授業

の重要なポイントを述べる、もしくは児童のノートに書かせるなど学級的事実の構成方法は

多様に存在し得る。一般的には多様な個人の集合体だと考えられている学級や学校において

は、個人が多様であることは常に許容されるわけではなく、必ずある種の基準や規範にさら

される場面が存在する。本稿が提示した学級的事実は様々な場面・目的で運用され、その構

成方法も多様であり得るのだ。学級的事実という分析視角は、教育実践に立ち現れる多様な

基準や規範の在り方を研究対象とする際に、個人間の相互行為だけではなく「学級」を単位

とした相互行為の研究を行うという、新たな研究領域を切り開くものである。そのためにも、

授業場面をはじめとした教育現場で生起する種々の実践を相互行為のレベルで記述・分析し

ていくことが必要なのである。

注
、 例えば、教師が自分の学級の｢授業の進度｣を説明できないということは考えにくいし、もしそのよ

うなことがあった場合には、それはトラブルとして認識されるだろう。そして、それこそが｢授業

の進度｣の自明性を表しているといえる。

授業場面において、ある時点までに取り扱われた内容の確認は授業の開始時や中盤においても行わ

れるが、本稿が分析の対象とするのは主に授業の終朧で行われるものである。

調査の中で得られたビデオデータ等は、個人名や小学校名などが第三者に特定されないようプライ

バシーに配慮して使川すること、学術的な目的に限り使用すること、以上の点について調査校との

間で誓約書を交わし、学校長から使用許可を得ている。

佐藤は｢『著者性』とは、認識し表現する個人の個性的なオリジナリティを尊重する精神を意味して

いる」(佐藤1996c,p.194)と述べている。

大辻(2006)は、児童が誤答を述べた際にIRE連鎖が拡張されること自体に教育的効果を見出してい

る。

<文の協働制作>の際には、発話を行っていない児童たちはそれを妨害したりせず注視しており、そ

のような児童も他の形で相互行為に参与し、文を共有しているといえるのである。また、そのよう

な｢注視｣は【データ2】の元となったビデオデータ中の児童の視線や体の向きなどから観察・分析可

能であるが、紙幅の関係上別稿で論じることとする。

もちろん学級的事実の構成方法はTCE連鎖だけではない。例えば授業の最後に教師が｢今日の～を

よく覚えておくように」と言うだけでも次の授業時にはそれを学級的事実として運用可能であるし、

本稿冒頭の河上(1999)の記述ではノートへの記入がそれを可能としていたともいえる。ただ、それ

らの方法や、教師と(一人の)児童の間で生起したIRE連鎖の内容などは｢学級｣内の誰にでも問える

ものではない。TCE連鎖という教師と児童のく協働〉によって構成された学級的事実は、〈｢学級｣で

(2）

(3）

(4)

(5)

(6)

(7)
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｢学級的事実」としての「学習」の達成(I｣I田）

～を共有した(言った．確認した)〉という意味で、原理的には｢学級｣というカテゴリー集合のメン

バーであればく誰にでも〉その内容を問えるものであり、答えられるべきであるという規範を生じ

させるのである。

(8)ここで児童というカテゴリーを担うためには、発話という行為がその必要条件にはならない。発話

を行っている児童は、発話を行っていない児童も含めた児童というカテゴリーを担い、代表して発

話しているのである。

(9)「学級的事実｣という語は、Durkheimの｢社会的事実｣(Durkheim訳書1978)から着想を得ている。

両者は全く同一の現象を指している語だとはいえず、共に個人に対して外在し、個人を拘束すると

いう「社会的事実｣の性質を相互行為場面に応用するためにはより詳細な検討が必要であるが、学級

的事実の構成による｢学習｣の達成はメンバーによる｢社会的事実｣の構成実践として捉えることが可

能である。
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