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書くことの学習過程における

｢相互依存性｣の考察

小 林 一

1.はじめに

本稿では､書くことの学習過程における｢相互依存性｣を検討する方法に基づき､書

かれたテクストと話し合いの談話､書きかえられたテクストについて分析･考察を行う

ととにより､書き手が自身の書くことをとらえ直すような前提が導入される要因の一端

について明らかにする｡

小林(2009)において言及したようにl､書くことの学習指導へのジャンル分析の応用

を通して､Swales(1990)では､書かれたテクストと相互関連をもっ議論や､テクスト

を作り出す学習に関わる人々の共同体を含めて考える上で｢談話コミュニティ｣という

概念を提示している｡11｢談話コミュニティ｣は､書くことを対象とする｢ジャンル分析｣

の理論的前提として､｢書かれたテクスト｣を｢共同体への参加の過程｣である｢社会

的実践｣としてとらえるための概念である｡lIlこれは､ハイムズ(1979)では､ある共

同体における｢行動と解釈の規則に対する知識｣の共有を｢発話形式の知識とその使用

方法の型｣から明らかにしようとするアプローチとして､｢スピーチ･コミュニティ｣

という概念に基づくものである｡1V

こうしたコミュニティと書くことの学習に関する考え方は､松木(2007)において指

摘されるように､｢ある知識が過去や未来の知識との関係性の中にある羊とを考える時､

テクストが全く自己完結していることは現実にはあり得ない｡｣▼という認識を基本とし

ており､この自己完結することのない書くことの自覚に基づいた学習のプロセスこそが

重要となる｡また､｢完全に脱コンテクスト化された『自律的テクスト』はバーチャル

なメタ概念であって､現実に実践されているわけではない｣Vlとし､それがコミュニティ

への参加の過程に関わる書き手の｢今､ここ｣を不在にしてしまうような学習になりか

ねないこともあることも指摘されている｡

本稿で取り上げる｢相互依存性(reciprocity)｣とは､学習場面における具体的な読

み手とのやり取りを通して､書く行為の成り立ちに関わる意味の交換過程を重視するも

のである｡とはいえ､意味の交換過程という考え方をふまえつつも､どのような観点で

学習の実際をとらえ指導につなげていくのかについては､具体的かっ体系的に示すこと
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が難しいところでもある｡こうした学習の実際における相互作用について､本稿では

｢書くことの社会的相互作用モデル｣を手がかりとして学習過程の一端を検討する方法

と学習事例の検討を行う｡

2.｢書くことの相互作用モデル｣

若札茂呂(1992)は､書くことについて｢それに先立っ何らかの文章は発言への返

答であり､その後に何らかの評価や返答が跳ね返ってくるという意味で､文章で相手に

伝えることもまた『対話』の一種類にはかならない｣と述べている｡Yllそして､｢ある

視座から得られる視線には限界があり､その視座以外に立っている他者の視野なしには

不十分のものしか見えないのである｡(省略)そもそも視点が他の視点の助けを必要と

すること､つまり仮想的な他者の視点に立ってみること､そして仮想的なものを含む複

数の視点間の動きなしには成立できないという､根本的な視点成立の在り方である｣と

し､これを｢視点の共同性｣と呼んでいる｡▼m

書くことにおける｢視点の共同性｣に関連して､Nystrand,M.&Wiemelt,J.(1991)

は､｢補足的な視点｣として次のように述べている｡は

｢読み手は書き手の目的に関する読み手の意向によって絶え間なく制約を受けてい

るように､書き手は読み手との相互依存に関する書き手自身の意向によって絶え間な

く制約を受けている｡このことは､能力に長けた書き手は､意図された読み手の期待

と目的を排除することが書き手の相互依存性を脅かすということを暗黙のうちに意識

していることを意味する｡そうしたことは､書く際の文化的､社会的､認知的要因に

基づいている｡それゆえに､能力に長けた書き手は､読み手と共に参照する複数のフ

レームを導入するための要求の種類を提示するようなテクストの始まりを作り上げる｡｣

想定される｢読み手｣との相互依存の調整には､書くことの｢文化的､社会的､認知

的要因｣が関わってくる｡書くことは様々な要因に対して開かれた関係にあると同時に､

そうした要因と切り離されないところにおいて成立している｡書かれるテクストに開か

れた過程という側面について､Nystrand(2002)は､次のように述べている｡Ⅹ

｢談話の対話理論はテクストの意味を開いた対話､あるいは書き手と読み手を含む関

係者間の相互作用の中に据える｡この図式に従えば､意味はテクストそれ自身の｢中｣

にあるのではなく､書き手が意味するところの単なる表出というテクストでもない｡

むしろ､乗り物あるいは媒体としてのテクストの機能は意味の交換を仲介する｡すな

わち､テクストはそれ自体の意味の実現については不十分ではあるが､関係者間の相

互作用によって動的に形作られるものにとって必要である｡｣

意味は､テクストの｢関係者間の相互作用｣によって形作られること､さらにテクス

トの意味は｢関係者がお互いに自身の役割を同時に進行させる時にのみ生じる｣エ1とす
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る｡これを具体的な学習場面に即して論じる上で､｢従来の枠組みの中で話し言葉と書

き言葉を吟味し､両者の関係と効果を研究する上で強力な道具｣である｢対話的談話分

析(dialogicdiscourseanalysis)｣を示している｡ⅩLlこれは､テクストの様々なレベル､

要素に基づいて､テクストの対話的な成り立ちを分析するものである｡

さらに､書くことの学習を｢相互依存性｣との関わりから次のように述べている｡エ111

｢談話における相互依存性は書き手と読み手が談話の趣旨に同意することを求めるの

ではなく､相互の対話が他者の記号による活動に対する特定の前提へと進むことを求

めるだけである｡語句やテクストの精緻化､組み立て､導入､ジャンル､トピックな

どの選択に明示された書き手の活動はその場合どうなるか､といった読み手が知って

いることや出来ることについての書き手の見通しや誤算を反映し､読むことは書き手

がテクストで行おうとしていることの有効な推測を読み手が行うことを求める｡能力

のある書き手と読み手にとってそれぞれの活動は別々に､相互に､互恵的に両者の関

係を伴っており､相互によく知っていることは意味とコミュニケーションの変数を具

体化する｡｣

｢相互依存性｣は､テクストの趣旨についてではなく､｢特定の前提｣へと関わって

いくことによって検討されるものとしている｡｢相互依存性｣のプロセスを具体的に分

析し､指導へとつなげていくためのモデルとして､次のように｢相互依存性の条件｣に

沿った｢書くことの社会的相互作用モデル｣を提示している｡‡1▼

書くことの社会的相互作用モデル:原理と系

･根本的原理:テクストは､表現に関する書き手と理解に関する読み手の相互依存の必

要のバランスをとる範囲に対して機能する｡コミュニケーション上の恒常性は､文法的

に正しいテクストの標準的な条件である｡

･要点選択の系:書き手が選択した要点を明確にする相互依存(reciprocity)を脅かす

ような潜在的困難の源｡

･選択可能の系:要点選択の各箇所で選択可能なテクストはテクストを精緻化する｡

･誤った相互理解の系:不十分な精緻化は誤った相互理解という結果をもたらす(例え

ば､･書き手の表現と読み手の理解の不一致)｡トピックのレベルに関する不十分な精緻

化は難解なテクストという結果をもたらす｡コメントのレベルに関する不十分な精緻化

は曖昧なテクストという結果を､ジャンルのレベルに関する不十分な精緻化は読み違い

という結果をもたらす｡

･状況の系:テクストの機能の開始は､指示の複数のフレームという意味において読み

手を状況に位置づける｡

･精緻化の構築の系:書き手は､ジャンル､トピック､コメントのレベルにおいてテク
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ストを精緻化すると考えられる｡英語でのテクストの精緻化は､語､句､節､文､そし

て段落を含む｡精緻化は書き手によって開始される予測に一致しなければならない｡根

本的に相互依存を脅かすであろう構築(例えば､明確化よりもむしろ複雑化すること)

は用いられないだろう｡

･精緻化されたエピソードの系:情報の処理に関して読み手の能力を視野に入れた精緻

化は､よく吟味されたエピソードを特徴あるものにする｡それは､書き手の新たな要点

の選択を決定し､結果としてテクストを分節する｡

･精緻化のタイプの系:3つの基本的に精緻化のタイプを挙げることができる｡(a)ジャ

ンルの精撤化は､コミュニケーションの特徴とテクストの型を明確にする｡(b)トピッ

クの精緻化は､談話のトピックを明確にする｡(c)部分的な精緻化､あるいはコメント

は談話のコメントを明確にする｡

これらの系は､書かれたテクスト､ならびに学習過程としての話し合い活動について､

書くことの相互依存の調整を検討する観点を提示するものである｡

3.記述と書きかえ

2.で取り上げたモデルに基づき､中学校2年生のクラスで行った授業について､テク

ストと話し合い､そして書きかえられたテクストについて検討する｡(この授業の計画､

実際については小林他(2011)においてまとめている｡王▼おおまかな流れとしては､

全2時間の授業を行い､1時間目はラジオのニュースをメモを取り､400字程度の要約文

を書く｡続いて､ニュースを聞いて理解した内容について意見文を書く(第1次意見文､

400字以上)｡2時間目は第1次意見文をグループ内で口頭で発表し意見交換をした後に

再び意見文を書く(第2次意見文､400字以上)｡ラジオのニュースは｢NIiEジャーナ

ル｣で放送されたもの(約8分間)である｡その内容は｢温暖化により尾瀬に生息する

野生の鹿が増加し樹木を傷っけるなどして森林の自然が破壊されている一方､鹿を捕獲

するハンターは減少している｡捕獲を試みているが､ハンターの育成を含めて対策を考

えていく必要がある｣､というものである｡)

ここで事例として取り上げるのは､生徒eとfのテクストと､eとfが属する班(F班､

とする)における話し合いである｡eとfの第1次意見文は次のようなテクストである｡

(F-e-①､はF班に属する生徒eの第1次意見文をあらわす｡)

F-e-(D

しかをほかくしなくてもいいと思いました｡理由は､三千八百万円かけてたった二

頭で､やる意味がないかな-と思いました｡しかも自分たちが生きるためにがんばっ
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ていきているので僕らのような人間がしかの生活をしばったりしなくてもいいなと思

いました｡みんなそれぞれ一日でも生きようとしているからそういうがんばるは､む

だにしてはいけないと僕は思いました｡だから僕は三千八百万円もつかうぐらいなら

ほかくしなくてもいいと思いました｡でも必ずはかくをしないといけないという場合

は､はかくの仕方を変えないとだめだと思います｡また人数も少ないのでそういう所

をまず見直していってからやった方がいいと思いました｡また､ハンターの平均年齢

がすごく高いと思うので若い人たちに伝えていってほしいなと思います｡そうするこ

とによって､未来が見えてくると思います｡未来のためにも平均年齢五十八､七才の

おじさんたちにぜひ頑張ってもらいたいです｡

F-f-①

私は､鹿の増えすぎが原因で､植物がなくなるのは､避けたいです｡鹿という命も

大切だけれども､それと同じくらい植物も大切だと思います｡どちらかが栄えていて､

そのせいでどちらかが滅ぶのは､私たちにとってもいけないことかと思います｡

食物連鎖というのがあって､虫が生きているから鳥は生き､鳥が生きているからラ

イオンは生きるわけです｡人も同じで､草がないと牛が死んでしまうから､いずれ死

んでしまいます｡少しずつでも魔の多すぎで植物がなくなっていくなら､その原因を

くい止めるのが賢明だと思います｡

鹿の増えすぎで､私たちの命にも大切である草木が消えていってしまうことを考え

ると､少しでも鹿が増えていくのを止めた方がいいと考える人は､正しいと思います｡

このまま何もしずに､全部の植物がおぜで失われたら､その地域の生活にかかわるの

で､ほかくするのは仕方がないと思いました｡

fは鹿の捕獲に賛成としており､｢植物も大切｣｢食物連鎖を維持する｣｢私たちの命に

もかかわる問題｣といった趣旨の根拠を挙げている｡一方､eは反対としており､｢三千

八百万円かけてたった二頭で､やる意味がない｣｢鹿もがんばって生きている｣といっ

た趣旨の根拠を挙げ､｢捕獲の仕方を変える｣ことが必要であるとしている｡

両者は｢鹿の捕獲｣を問題とし､賛成と反対という考えを示している｡賛否という点

については相反する考えをとっており､そのことについては双方の議論には接点がある

とみることが出来る｡しかし､その根拠はfは植物や食物連鎖､そして私たちの生命と

いうものであり､eは｢三千八百万円かかる｣というようなコストのこと､｢鹿もがんばっ

ている｣シカ側の想定に基づくものである｡｢鹿の捕獲｣について考えを述べる上での

こうした前提がどのように交換され､テクストの相互依存性に反映されていくのか｡次

に､eとfが属するグループの談話を見ていく｡1▼1
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8f私は､シカの増えすぎが原因で､植物がなくなるのは避けたいと思います｡(1.0)

シカという命も大事大切だけれど､それと同じくらい植物も大切だと思います｡どち

らかが栄えていて､そのせいでどちらかが滅ぶのは私たちにとってもいけないことか

と思います｡(1.5)食物連鎖というのがあって､えっと虫が生きているから鳥は生き

るし､鳥が生きているからライオンは生きるということがあるので､人も同じで草が

ないと牛とか豚とか:が死んでしまうから､いずれ死んでしまうと思います｡(笑い)

少しずつでも(1.5)シカの多すぎで植物がなくなっていくなら､その原因を食い止

める必要があると思います｡シカの増えすぎで､私たちの命にも(1.0)大切である

草木が消えていってしまうことを考えると､少しでもシカが増えていくのを止めたほ

うがいいと考える人ほ正しいと思います｡このまま何もしずに､全部の植物が(1.0)

おぜで失われたら､その地域のせいかっっ(1.0)に関わるので(2.0)捕獲するのは

仕方がないなということと思いました｡

9d僕と同じ意見ですね-｡

10e俺は正反対だ｡

11f質問はありますか｡(8.0)ありませんか｡(2.5)はい､じゃあeくんお願い｡

12e僕はfさんに反対で､別にシカを捕獲しなくてもいいと思います｡(3.0)えっと､

シカを捕獲するときに､3千8百万円もかけて×××簡単に×××でちゃってしかもそ

れは｡

13b XXXやる気×××｡

14eまあシカも(1.0)まあがんばって生きているので､×××しばるとかそういう

のはしたらしなくていいと思う､フェンスに｡植物とかも飲んでもまあそういう運命

だからしょうがないと思うから､そんな×××だから｡

15f(×××)｡

16eどうせ､(1.0)まあ(3.0)シカを捕獲しなくてもいいと思います｡

17fじゃ:あ､質問とか:ありますか｡(3.0)ない†｡

18d XXX｡あの､他の動物消えてもいいの｡

19fあは:::｡(笑い)

20e別にそういう運命だからいいんじゃないの｡

21f運命なんだ｡

22b XXXとシカだよ｡

23fあは｡(笑い)

24b動物のまえにシカ×××｡

25dシカのふんが落ちとるかも知れんやん｡

26eそういうの(やめろ)｡そんなんさ-､人間がさ一今までさ一地球汚してきたん
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だからさ-､そんな動物しばっ｡

27b XXX｡

28eそんなん動物しばってさ-､そんなものするまえにさ-×××人間にやらしゃ-

いいやん｡

29bでも､そんな｡

30fお::､そうか｡

31dオールばくはつやぞ今｡

32eそうや､別にいいやんか｡

33fそっか､どっちでもいいやんなそれは｡

34e XXXやつを変える俺は新世界の神や｡

35fは::::｡(笑い)ありえん､ありえん｡

8fは､自分の書いた第1次意見文をグループ内で発表している｡9dは｢僕と同じ意見

ですね-｡｣､10eは｢俺は正反対だ｡｣と､同じか反対かということをめぐってやりとり

が開始され､12eと14eでは自身の書いた第1次意見文(F-e-①)を参照しながら､発話

を行っている｡ここまでは､eとは各自のテクストにおける賛成か反対かというとらえ

かたを話し合いに持ち込んだやりとりを行っている｡続いて､18d｢×××｡あの､他

の動物消えてもいいの｡｣に対しては､19fは｢あは:::｡(笑い)｣と応じており､こ

れはfがF-f-①において食物連鎖に基づき生き物が生き続けることを問題としていたこ

とに対して､18dが要約したeの｢動物が消えてもよい｣という考えに対する反応となっ

ている｡しかし､20eでは｢別にそういう運命だからいいんじゃないの｣というように

｢運命｣という言葉を用い､21fは｢運命なんだ｡｣と発言している｡この｢運命｣とい

う言葉が話し合いに導入されることにより､はじめの賛成か反対かというやりとりは､

eが考えを断片的に出し､fを含むグループのメンバーがそれに応じるというやりとりに

なっていく｡28eでは｢そんなん動物しばってさ-､そんなものするまえにさ-×××

人間にやらしゃ-いいやん｡｣と､人間の側の制約について言及し､32e｢そうや､別に

いいやんか｣に続いて､33fは｢そっか､どっちでもいいやんなそれは｣と発言してい

る｡

次のやり取りでは､dが考えを述べるなかでeがF-e-①に関連した発話をしている｡

98d(つ:か)俺さっきの×××シカ専用の動物園を作ればいいと思います｡

99fふふふ｡(笑い)

100eふはは｡(笑い)

101b奈良公園みたいにすんの†｡しかも(ここさん)｡(笑い)
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102f XXXとかないし｡(笑い)

103eふはは｡(笑い)

104b何か､もうやんないよ｡

105f えっ｡シカ専用の動物園がどうしたの†｡

106d シカシカアイランド｡

107fどういういいことがあるの†｡

108dそ､そうすれば､その増えたやつも適度な数にそこの場所で減らして｡

109eふふふ､(笑い)出た適度｡(笑い)

110dふふ｡(笑い)

111bそんな場所なくない†｡

112d作るんやてだから｡

113fえー､でもさ一作ったらお金もったいないやん｡

114eだから3千8百万円×××｡

98dが｢シカ専用の動物園を作ればいいと思います｡｣と発言し､101bは｢奈良公園

みたいにすんの†｣と発言している｡この｢動物園｣という話題に対して､105fは｢えっ｡

シカ専用の動物園がどうしたの†｣､107f｢どういういいことがあるの†｣と問いかけ

て話し合いに参加している｡113fでは｢えー､でもさ一作ったらお金もったいないやん｡｣

と先に引用した談話の12eで導入されたお金､コストに言及し､続いて114eは｢だから

3千8百万円×××｡｣と発言している｡114eは12eの発言に重なるものであるが､12e

ではeは自身の書いたテクストをふまえて考えを話し合いにおいて述べているのに対し､

114eでは｢動物園｣という話題に関して､113fの発言に続けてコストの情報に言及をし

ている｡eのコストについての言及は､はじめは自身の捕獲に反対することを述べる前

提として話し合いに導入され､それはfの話し合いへの参加の前提として共有され､eと

fに話し合いの参加の前提の共有が認められる｡

4.書きかえへのモデルの応用

分析の手続きについては､｢最初に書かれたテクストと､書きかえられたテクストを

詳細に比較する｣こと､そして｢｢書くことの社会的相互作用モデル｣を参照しながら

談話のトランスクリプトを検討し､書きかえられたテクストに見られる変化に見られる

相互作用の側面を分析する｣とされている｡ⅩVll｢相互依存性｣に影響する要因としては､

｢誤解をまねく導入､新しい用語の誤った説明､極端な精緻化｣などがあるとされ､ⅩVlll

そうした｢問題の要因｣に関わって指摘される具体的な前提を検討する

話し合いにおけるeとfの前提の共有はテクストの相互依存性としてどのように実現さ
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れているのか｡第2次意見文を見ていく｡

F-e-②

仲間の意見をきいて､僕の最初の意見はあまり左右されませんでした｡僕が思うに､

地球の環境問題をここまでおいこんだのは､僕たち､人類です｡なのにしかが少し草

をえぐっただけとか､少し草を食べただけでほかくっていうのは､おかしいと思いま

す｡人間がやったことをどうしてしかが積認をとるみたいに生活がしばれれないとい

けないのですかと思いました｡僕は､しかを自由にさして､生きさせてあげたいです｡

で､もしえさがなくなって死んでしまったらそれは､しかの運命です｡僕たちも､今

まで行ってきた環境はかいをかんペきになくすということは､絶対にできません｡で

きたとしてもかなりの時間がかかります｡だからこれでもし地球がほろんでもそれは､

地球の運命としてうけとめなければならないと思います｡今､しかを一頭二頭､つか

まえても何も変わらないと思います｡それなら今を楽しんでくいなく生きることが一

番になってくると思います｡だから無理してしかをほかくしなくてもいいと思います｡

この夜に無感心でゴミを捨てる人がいたりする限り､環境を守ることは､無理だと思

います｡完｡

F-f-②

私は､鹿はほかくした方がいいと思います｡ハンターの数が少なかったり､高齢の

方ばかりだったりするのは問題かと思います｡でも鹿が増えていって環境をこわすの

は､だまって見ていられることではありません｡

実際に､草がなくなっていくというのは､私たち人間も分かっているし､困ること

でもあります｡鹿を処分してしまうのには抵抗があるので､何か良い方法がないのか

と思います｡例えば､鹿の動物園をっくるとか､魔のみのエリアなどをつくるとか､

あると思います｡でも､このようなことが果たして実現できるのかというと､そうで

はない気がします｡人間も､他の動物､自然とうまく関わっていくことが大切だと私

は思います｡だから､鹿という動物に､危機を与えることにならないような､慎重な

ほかく作戟が実行されることがいいと思います｡

地域の人が危機感をもって､まわりの環境と関わっていけるといいと思います｡

第1次意見文と共通する部分に下線を付した｡eとfは､鹿の捕獲に賛成するという点

については変わらないが､その記述は大きく変わっている｡

F-e-②では､F-e一①で述べていてたコストについては触れず､人間の責任に言及し､

｢運命｣という言葉を用いて｢今､しかを一頭二頭､つかまえても何も変わらないと思
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います｡｣と考えを述べている｡

Fイー②では､F-f-①で取り上げていた｢食物連鎖｣のことには触れず､鹿の動物園に

ついて言及しつつも､｢でも､このようなことが果たして実現できるのかというと､そ

うではない気がします｡｣としてコストに関する前提を導入している｡そして①では取

り上げられていなかったハンターに関する問題を指摘しつつも､コストに関する前提に

即して｢人間も､他の動物､自然とうまく関わっていくことが大切だと私は思います｡

だから､鹿という動物に､危機を与えることにならないような､慎重なはかく作戦が実

行されることがいいと思います｡｣として､捕獲を肯定する考えを示している｡

ここでは､2.で取り上げた｢書くことの社会的相互作用モデル｣における主として

｢要点選択の系｣に関連して､捕獲の賛否をめぐる｢要点を明確にする相互依存｣の調

整が行われていると考えられる｡｢談話における相互依存性は書き手と読み手が談話の

趣旨に同意することを求めるのではなく､相互の対話が他者の記号による活動に対する

特定の前提へと進むことを求めるだけである｡｣という説明にあったように､賛成か反

対かという点について書き手同士が相互に理解し受け入れるかどうかということよりも､

その前提として要点を明確にする前提についての共有が話し合いの過程でなされること

により､前提に沿った要点の見え方を再検討して書きかえ､あらたな相互依存の様態を

書くことに確保していくことになっている｡

5.おわりに

書くことにおける｢相互依存性｣に着目した分析方法に基づき､テクストと話し合い

の談話､そして書きかえられたテクストについて検討してきた｡意見の内容や趣旨に対

する書き手同士の見方というよりも､その趣旨を成立させている前提についてやりとり

が成され､相互に共有されるプロセスが書き手自身の考えの見えの調整に関わっている

ことを具体的に考察した｡

書くことにおける｢相互依存｣をふまえた指導のあり方として､読み手の意識や考え

の趣旨についての意見交換を取り入れることもしばしば行われるが､｢相互依存性｣を

導入して書くことを進めていく上で､前提となる話題についての交換が重要となること

を確認した｡

学習場面における読み手､さらには書かれたテクストと相互に関連する文脈や議論と

の相互依存に影響を与える問題点を視野に入れつつも､問題点自体が明示されて議論さ

れるということではなく､書き手が自ずと書きかえることにより問題点が変更されてい

くような､そのきっかけとなる前提に関わる語句の検討が学習指導において具体的に認

められた｡
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ⅩViトランスクリプト記号

?:上昇調のイントネーション

=:発話の途切れのないっながり

(()):状況説明

××:不明箇所

(数字):問の長さ
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