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概要
本稿は，2017 年 2 月 26 日に関西学院大学において開催された言語文化教育研究学会第 3
回年次大会委員企画フォーラムの記録である。
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的研究を始めようとする実践研究者の一助となれば

1．企画者より

幸いである。なお，フォーラムの臨場感を伝えるこ

本稿は，2017 年 2 月 26 日に開催された言語文化

とを目的として，本稿ではできる限り文字化記録に

教 育研究 学会 第 3 回 年次 大会に おい て委員 企画

忠実な文体を用いている。

フォーラムとして実施された，「経験から編み直す
言語文化教育研究ポリティクス―M-GTA を例と

2．各登壇者発表

して」の記録である。本フォーラムは，関西学院大
学上ヶ原キャンパスG 号館 201 教室で実施され，学

2．1．企画趣旨説明（牛窪隆太）

会内外より多くの参加者を得た。本稿がこれから質

では，本フォーラムの企画趣旨から説明します。
まず，言語文化教育において，なぜ M-GTA なのか

*

当時。現，東京大学グローバルコミュニケーション研

ということですが，M-GTA では，
「研究する人間の

究センター。
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視点」というのが分析上の重要な概念としてありま

当してください」という風にお願いされるのですが，

す。これにちなんで，まず簡単に，「企画する人間

それをそのままやっているのは，果たして主体的で

の視点」つまり，私の個人的な研究関心の変遷から，

あると言えるのかということを考えるようになった

なぜ M-GTA にたどり着いたのかということを企画

ということです。そしてそのように考えるうちに，

趣旨としてお話ししたいと思います。私自身は日本

現場教師の置かれている「教師環境」というものを

語教育をフィールドに研究活動を行っておりまして，

問題にしなければならないのではないかと考えるよ

普段は留学生に日本語を教えています。修士課程で

うになりました。そこで博士課程では，教師の研究

は「学習者主体」という日本語教育で言われている

をするようになりました。私が実際にやっていたの

概念がありますけれども，その理念をどのように教

は，新人の日本語の先生方にお話を聞いて，新人教

育実践の中で実現していくのかということを研究し

師がどのようなことに葛藤を抱いているのか，主体

ていました。教室活動を主に専門として分析を進め

性はどのように発揮されるのかということを考えて

ていく中で，
「活動型日本語教育」や「協働学習」と

いました。その時に問題になったのが，教師として

いうようなことを考えるようになりました。そして

の自分自身の教授経験です。教師の研究を始めたと

マスターが終わった後に，実際に教壇に立って教師

きにはもう既に教師として経験がありました。つま

デビューしました。その時に，簡単に言うと「リア

り，教師としての自分がありながら，今度は，研究

リティーショック」を経験しました。つまり，それ

者として教師について研究しなければならない，と

まで理念的にこういう教育がしたい，こういう活動

いう構図に置かれました。それなりに教授経験があ

のあり方がいいと思っていたものが，実際に教育機

りましたので，新人の先生方の語りを聞いていても，

関の現場に立つと，いろいろな制約があるというこ

「いや，そういう風に考えるとよくない」ですとか，

とに改めて気がついたということです。例えば，現

「そういうことを言ってるとこうなる」というよう

場には，シラバスや教科書，あるいは試験などがあ

な，いろいろな思いが自分の中にはありました。そ

り ます。 また ，日本 語教 育の現 場で は，チ ーム

ういう自分自身の立ち位置や日本語教育観というも

ティーチングを採用しているという事情もありまし

のが，研究結果に影響を与えるということは，当た

て，授業を一学期間，一人で担当するのではなく，

り前といえば当たり前です。しかし，それを強みと

他の先生と組んで一つのコースを担当するというこ

して考えていいのか，弱みとして考えるべきなのか

とが多いです。つまり，コースコーディネーターの

というのは，当時，博士論文を書きながら，自分の

存在や他の教師の関係性も制約になりうるというこ

課題として非常に強くあった部分です。

ともあります。今回の大会テーマは「言語文化教育

そんな中で M-GTA の著書を読む機会があって，

のポリティクス」ですけども，私自身，当時はいろ

M-GTA では「研究する人間の視点」というものが

いろな力学の中に置かれ，そこで学習者の主体性を

概念として立てられているということを知りました。

活かす教室活動とは，どのようなことなのかという

そして他にも，分析ワークシートを使って比較分析

ことを試行錯誤していました。その過程で，そもそ

を行いながら，概念を立てる，ですとか，分析焦点

も，学習者の主体性を活かすためには，教師として

者を定めることで限定的な理論を生成するというこ

自分が主体性を持たないといけないのではないかと

とが書かれていました。M-GTA では，まず，ある

いう風に考えるようになりました。つまり，教科書

プロセスに注目します。その入り口と出口を明確に

が決まっていてシラバスがあって，「このコマを担

考えながら全体の理論を考えていく。そして分岐点
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を示すような概念に注目するというように，コー

ます。おそらくマスターで入って，日本語教育を専

ディングについても方向性がはっきりと示されてい

門として論文を書こうとすると，半分以上の人が，

ると感じました。

何らかの質的研究の方法論でインタビューをまとめ
るということをするのではないかと思います。

私もそうでしたが，初めて質的研究をはじめた時
というのは，どうしたらいいかわからないことが多

この背景には，近年，日本語教育が学問としてど

いと思います。会場のみなさんの中にも，実際に質

のように確立できるのかというような議論が，再び

的研究をされている方が多くいると思います。質的

活発になされるようになってきたということがある

研究は，言葉を言葉で置き換えていく作業なので，

と思います。こちらに三冊あげましたけれども，
『日本語教育

この言葉をこの言葉に置き換えて本当にいいのかと

学のデザイン』（神吉，2015），『日

いうのは，分析をしながらも非常に悩まれる部分だ

本語教育学の歩き方』（本田，岩田，義永，渡部，

と思います。そういう部分についても，M-GTA では，

2016）あるいは『実践研究は何をめざすか』（細川，

オープンコーディングと選択的コーディングで収束

三代，2014）という形で，日本語教育学の根本を

化していく，というように，道順が非常に明確に示

議論するような本が出版されるようになっています。

されていて，自分自身の経験を参照しながら，つま

これらは，この学会の関係者も多く執筆に関わって

り，自分の教師としてのあり方を強みとして持ちな

いる本です。日本語教育とは，そもそも，他分野，

がら，それでも他の人たちの経験を記述するための

例えば言語学や国語学に軸足を持つ先生方が 1960

方法論が揃っているのではないかと考えました。教

年代に「留学生が今後増える」ということで集まっ

師が教師の研究をしていると，自分の教師としての

てできた分野です。それが今では，日本語教育を軸

思いが，非常に暴走することがあります。それで，

足として研究活動を行う研究者が増えてきました。

こうなければならない，こういうのはけしからん，

これらの研究者は，自分の教育実践を行うフィール

というような論文になってしまいそうになります。

ドを持っている研究者で，日本語を教える仕事をし

でもそんな中で，その思いを制御する強みが，M-

ています。そうすると必然的に言語から言語を使う

GTA には揃っているという風に私は考えています。

人間自体へと関心が移るわけです。その中で，質的

その後，M-GTA を使って，データを分析して論文を

研究が注目されるようになっているということがあ

書きました。今日お招きしている根本さんと中井さ

ると思います。

んは，M-GTA を使って論文を書かれた先輩です。

そして，若手研究者は，日本語教育を軸足として

自分が研究する時にも，このお二人の論文をよく読

研究活動を行って学位をとる，ということになりま

んでいました。そのお二人をお招きして，言語文化

すので，そうすると，学位論文に耐えうるデータ分

教育研究の中で M-GTA を使うことにどういう意味

析法が必要になります。ここにざっとあげましたけ

があるのかというお話を聞いてみたいと思ったのが，

れども，会話分析ですとか，ライフストーリー，ラ

企画意図の一つ目です。

イフヒストリー，エスノグラフィーですとか，MGTA，SCAT ですとか，最近では，TEM というもの

しかし，これだけだと自分の欲望につられてフォー

もよく論文で見るようになりました。

ラムの企画をしたように聞こえてしまうかもしれな
いので，もう少し，日本語教育という領域に開いて，

その一方で，日本語教育の実践に目を転じてみま

説明したいと思います。日本語教育学においては，

すと，その方法論をめぐって，「なんとなく新しい

最近，質的研究が非常に注目されるようになってい

方法論問題」があるような気がしています。これは
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簡単に言いますと，オーディオ・リンガルメソッド

えられるのか，ということを考えてみたい，という

からコミュニカティブ・アプローチという転換が日

のが，本フォーラムの企画の二点目の動機です。

本語教育には，大きな転換としてあったんですけれ

では，早速ではありますけども，次に発題 1 とし

ども，まあ教え方の転換ですね。その中で，昔は本

まして，「海外日本語学習者の学習動機の研究か

質的な議論が，結構活発に起きていたんですが，そ

ら」について，根本さんから，お話しいただきたい

れ以降，いろいろな教育実践の方法論が入ってきて

と思います。

はいるけれども，その方法論をめぐって議論がなか
なか起きていないのではないか，ということです。

2．2．発題 1：海外日本語学習者の学習動機の研

西口（2012）では，日本語教育の学会誌に載って

究から（根本愛子）

いる教育に関する論文を概観したうえで，日本語教

根本です。よろしくお願いいたします。今回は牛

育の方法の原理に関する議論・論争というのは，

窪さんのほうからお話をいただきまして，発題 1 と

1990 年代前半で途絶えているということが指摘さ

しまして，「海外日本語学習者の学習動機の研究か

れています。しかしながら，それ以降ももちろん，

ら」ということで，私が何故 M-GTA を選択して，

いろいろな方法論というのは，教育実践に取り入れ

その研究をしてみた上で，どのようなことを考えた

られて，実施されているというのが現状です。つま

のかということを話して欲しいということを言われ

り，本質的な原理に関する議論というのはなかなか

ましたので，そのように準備をしてまいりました。

起きていないけれども，新しい方法というのは常に

私はカタールの日本語学習者の学習動機を研究

入ってきて，実施されている。それで，実施してい

テーマとしてやっておりましたので，サブタイトル

るうちに段々それが古いもののようになって，また

としては「カタールの日本語学習者を一例として」

新しい方法が外から来る。このように，日本語教育

と入れさせていただきました。今回の研究なんです

は，外からの「なんとなく新しい方法論」をなんと

が，宣伝みたいな話になってしまって申し訳ありま

なく教育実践の方法に取り入れ，消費してきたので

せんが，
『日本語学習動機とポップカルチャー―

はないか，そして実際には，何も消化できていない

カタールの日本語学習者を一例として』
（根元，

のではないか，という問題意識を私は持っています。

2016）ということで，本にまとめさせていただきま

同様に，質的研究についてもいろいろな方法論が

した。博士論文として提出したものを，修正・加筆

あるけれども，それが加算的に個別的に，外からの，

をし，2015 年度 M-GTA 研究会出版助成を受けて出

例えば社会学の人が日本語教育をフィールドに社会

版しました。

学のための知見を作るというような形で実施される

私自身はこの M-GTA にたどり着く前に量的な方

のであれば，なかなか言語文化教育学の発展には繋

法で学習動機研究というものを一度やっております。

がらないのではないかということです。これに関連

そこから何故，質的研究，インタビューになり，ど

して，広瀬（2015）では，質的研究で，何のために

うしてその中で M-GTA を使うことにしたのか。そ

何を明らかにしたいかは言語観・教育観の問題と繋

れをやってみて，どのような結果が出たか。ただ今

がっているということが指摘されています。

回は研究結果を中心にお話する場ではありませんの

では，私たちがいる，言語文化教育という分野に

で，こちらはかなり省いております。またそれを

おいて，自身のフィールドの改善を目的に質的研究

やってみて，どのようなことを感じたか。そして，

を行うときに，どのような形，どのような意義が考

現場の教師が研究するということはどういうことだ
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と思っているか，というものまでお話できればと思

人たちが集まっているというので，そこにリクルー

います。

トというか学生の勧誘・宣伝に行くわけです。しか

まず，はじめに研究のきっかけです。私はカター

し，まあまず大学からは人が来ません。100 人，

ル教育省語学教育センターで設立されました日本語

200 人とメンバーがいるんですけども，全く人が来

講座に日本語教師として，カタールに行きました。

ません。チラシを持っていくんですね，日本大使館

それが 2006 年の秋のことです。出発の前に国際交

から「このチラシを持ってってください」と 100 枚

流基金や日本の外務省などから説明を受けた時に言

渡されますが，10 枚もチラシはさばけません。大量

われたことなんですが，何故カタールで日本語講座

のチラシが余って戻ってくる。そういう状況になり

を やるの かと いうと ，そ れは日 本の ポップ カル

ますと，最初に言われた，ここの部分（ポップカル

チャーに興味を持ったことで，日本語学習を希望す

チャーが学習動機になっているという部分），これ

る 人が増 えた から。 つま り，日 本の ポップ カル

は本当なのか，と疑うようになりました。これが本

チャーが学習動機となっていた，ということです。

当だったら，もっと人が来るし，ちゃんとみんな続

おそらくこれはみなさん聞かれたことがあると思い

けるはずだ。でもやめてしまう，来ない，というこ

ます。このように言われていましたし，私も他から

とは，違うのではないかと考えました。

聞いたり一般的に言われていることでしたので，な

ということで，まずアンケート調査を行ってみる

るほどそういうことかと思って，カタールに行った

こ と に し ま し た 。 LTI の 受 講 生 ，QUJC（ Qatar

次第です。

University Japan Club）の所属学生の比較です。で，

ここで実際に，言語センター，LTI と言わせてい

受講生はポップカルチャーを学習動機として日本語

ただきますが，Language Teaching Institute の略で

をはじめたとされている。そしてまた，カタール大

す。こちらに赴任した後，まず自分が教えていたん

学の学生たちというのは，ポップカルチャーに興味

ですが，「学生は来るものの続かない」ということ

があって，日本語学習者予備群と考えられている人

がありました。2 年間で初級が修了する講座だった

たちです。この人たちの日本語学習動機をまず知る。

んですけれども，実際始めた学生の 2 割以下ですね，

そして日本語学習者予備群とされている人たちは，

正確な数字としては 17％程度しか修了までいきま

どういうことに興味・関心があるのかを知る。そう

せんでした。しかも，半年過ぎた時点で，7 割ぐら

することで，日本語学習を開始するかどうかの違い

いの学生がもうやめていきます。どういう人がやめ

がわかるのではないかと考えました。特に学習動機

るかというと，これは私の印象なんですけれども，

と言いますと，アンケート調査を行い，それを因子

「日本が大好きなんです」とアピールしてくる学生

分析する，というのが一般的と言いますか，先行研

とか，「このドラマが大好きで」っていうドラマの

究を見ますとそういう研究が多かったので，同じよ

ストーリーを熱く語る学生，そうしたことが熱けれ

うにやってみようというのが最初です。ただ，学習

ば熱いほど，早くいなくなるなっていうのが私の印

動機そのものもそうなんですけれども，この二つの

象でした。実際はどうだったかっていうと正確には

グループがどう違うかというのを知りたかったので，

わからないんですが，そういう印象がありました。

その結果を t 検定を用いて比較するということを行
いました。

もう一つ，学習動機はポップカルチャーだと言わ
れていましたので，市内にあるカタール大学の日本

その結果わかったことが，カタール大学の学生た

クラブ，そちらはポップカルチャーが好きだという

ちのほうが，日本や日本語に関して，何にでも高い
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なりました。

興味を示す傾向があるということでした。反対にい
うと日本語学習者の方が，興味の範囲が狭いという

そうするとやはり，じゃあ，どうして日本語を始

ことがわかりました。また，日本語講座の受講生と

めてくれないのか，という疑問は強くなるばかりで

いうのは，言語学習への興味・関心がカタール大学

した。そこで，もうこのアンケート調査では限界が

の学生たちよりも高くて，そもそも言語学習が好き

あるだろうということで，インタビュー調査にしよ

なんだ，ということです。ただ，やはり疑問として

う，質的研究をしよう，と思うようになりました。

残ったのが，じゃあ学習動機は本当にポップカル

結局，講座の受講生とクラブの学生たちが違うこと

チャーなのか，そして，カタール大学の学生たちは

はわかったんですけれども，なぜ違いが生じたのか

どうして日本語学習を始めないのかということです。

はわからなかった。そのことを考えたところ，これ

いや，もしかするとこれは，カタールの大学生全体

までの来し方，いわゆる彼らの歴史の経験や，それ

がこういう傾向があるのではないか，というような

の経験から感じたことがきっと違うのだろう。アン

疑問です。ですが，このアンケート調査ではポップ

ケート調査というのはある一時点に関することしか

カルチャーに興味がある人がなぜ日本語学習を始め

明らかにできないので，それであれば当然，来し方

るのか，始めない人との違いは何かというのは，わ

がわからないわけです。そしてまた，過去のことを

かりませんでした。

知りたいのに，今どう思いますかということを聞い

そこで，さらに，今の二つのグループプラス，カ

ても，あまり意味がないわけです。つまり，学習動

タール大学の一般の学生にもアンケート調査を行い，

機に関する先行研究というのは，現在どうして日本

分析をしました。まあ，一般の学生というのは，あ

語を続けているか，その動機がどのように日本語力，

ま りクラ ブに は入っ てい ないの で， ポップ カル

成績に影響するかという，そういうことが非常に多

チャーに対してそこまでの興味は持っていないとい

かったので「ああ，やるべきことがちょっと違うん

う人たちです。その結果わかったのは，基本的に，

だな」と考えました。継続じゃなくて，なぜ始めた

日本語講座の受講生とカタール大学の日本クラブの

かっていうのを知るには，アンケート調査ではおそ

学生というのは統計的な有意差はありませんでした。

らくダメなんだなっていうことを思いました。また，

また，この両者の興味・関心や学習動機としての日

アンケート調査ですので，こちらが入れていない調

本に対する気持ちというのは一般の学生よりも強い

査項目に関してはわからないんです。だから一見，

こともわかりました。ただ，この基本が崩れる場合

学習動機として出てきていないと思われるものも，

がありました。どういうところで基本が崩れるかと

なぜ上がってこないかを考えると，それは調査項目

いうと，ポップカルチャーに関する要因と，あと日

に入っていないから，ということは多々あることだ

本に関する全体的な興味・関心についてで，カター

ということを考えました。じゃあどうすればいいか

ル大学の日本クラブの学生たちが日本語講座受講生

を考えた結果，こちら，調査者が想定していないこ

よりも高い関心を示すことがわかりました。つまり，

とは本人に確認してもらうしかないと思うようにな

カタール大学の日本クラブの学生，日本語学習者予

りました。そこで，インタビュー調査をしようとい

備群とされている人は，実際の日本語学習者やあま

うところに至ったわけです。

り日本に興味を持たないと考えられる人たちよりも，

インタビュー調査をするといいましても，ただ聞

日本に関する興味・関心が何にでも高く，また，特

いて，「はいはい」とまとめるわけにもいかず，特

にポップカルチャーの興味関心が高いという結果に

にアカデミックな分野で何かしようとすれば当然，
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どのような方法でインタビューし，分析するかとい

られる場があるということです。こうした条件を備

うものまで考えなければいけません。

えた方法論はないかといろいろな質的研究の方法を
あたり，最終的に M-GTA に至りました。

なぜ私が多々ある中で M-GTA を選んだか，どう
やって M-GTA に行き着いたかというと単純です。

まず条件 1 に関しては，対象が彼らである，とい

質的研究といわれるものに，片っ端からあたりまし

うことは，M-GTA の分析方法では分析焦点者とい

た。自分がやりたいことはわかっている。これが，

うのを設定してる，というのがあります。個人では

この方法を使ってできるのかどうかっていう，エ

なくて，ある特定の，限定された範囲における研究

アー分析といいますか，脳内で妄想をする。自分が，

対象です。その人たちを分析焦点者として，その人

この方法でやったらば，どういう手順を踏んで，ど

たちの視点で考えるというのがありました。また，

ういうことがわかって…というのを考えながら，

M-GTA のキーワードとして「プロセスを明らかに

片っ端から当たったわけです。先ほど牛窪さんがあ

する」
「理論的モデルを提示する」
「分析テーマを設

げたような，ライフヒストリー，エスノグラフィー

定する」，そして「ストーリーラインと結果図でそ

とか，参与観察，とにかくいろいろです。

のモデルを表す」ということがあります。これは私

ただその時に考えるべき条件がありました。まず

がやりたいと思っていることだというのを感じるこ

私がやりたかったことは，研究対象が個人じゃなく

とができました。そしてまた，一人でなんとかでき

て「彼ら」である。日本語を始めた人たち，続けた

る ，でき そう なこと では ，木下 先生 のご著 書で

人たち，日本語予備群とされる人たち，それぞれの

2003 年，2007 年の M-GTA に関するものがあります。

グループがどのような傾向を持っているのか，彼ら

そこに非常に丁寧に，分析の手順が記されておりま

の来し方を考えた時，どのようなモデルがあるのか，

した。他の質的研究の方法論を読んだ時に，あまり

というのを明らかにしたいのです。したがって，

こう，私自身，うまく自分がやろうとすることのイ

ケーススタディといっても，A さんの場合，B さん

メージができなかったり，イメージをしようとして

の場合，というように個人に焦点を当てるのではな

も具体的なところで非常に詰まってしまったり，と

い，というのがありました。次に，彼らの来し方を

いうことがありましたので，M-GTA についてきち

明らかにできる方法，ある一点ではダメなんです。

んと手順が書かれているこの二冊の本というのは，

たくさんの人の証言があっても，振り返って一連の

やってみようという気になれるものでした。そして

流れというものが提示できる方法でなければ，自分

最後が，M-GTA 研究会の存在です。M-GTA 研究会

の研究では意味がないと私は思っていました。また，

は地方でもあるんですけれども，私がお世話になっ

最初の二つは，絶対条件なんですけど，次の 3 つ目

たのは東京に拠点を置いている M-GTA 研究会なん

と 4 つ目は割と後から考えるとそうだなあと思って

です。そちらで研究発表などをしていて，人が集

いたことです。3 つ目は，周りでそうした質的研究

まっているということがわかりました。つまり，最

をやっている人がいなかったり，相談する人がいな

後の最後といいますか，ある程度まとまったらそち

かったので，とりあえず，一人でなんとかできそう

らに行って，何か見てもらえないかなという期待が

な方法であることというのがありました。単純に言

持てたということです。以上の条件で，やはりちょ

えば，何か情報を得て，なんとなく「できそうだ

うどぴったりということで M-GTA を選択すること

な」って思えるかどうかです。最後の 4 つ目は，た

にいたしました。こうした経緯で，先ほどのアン

だ，やはり最後の段階でいざとなったら助けが求め

ケート調査でもやもやとしたものを抱えたまま M-
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GTA でインタビュー調査を行い，M-GTA で分析す

しい内容は割愛いたします。それぞれの結果を比較

る，ということになりました。

すると，両者の違いがわかるのではないか，ポップ

インタビュー調査の対象は二つありました。まず

カルチャーが本当に日本語学習動機になっているの

一つ目のグループが LTI 修了生です。分析焦点者は，

か，そして，そのポップカルチャーが好きだという

「日本語講座を修了した人たち」で，分析テーマが

人が日本語学習者になるかどうかの違いはどこにあ

「日本語学習動機のプロセス」です。そして，スター

るのか，というのがわかるのではないかと考えたわ
けです。

トからゴールまでのプロセスということで，日本に
興味を持ってから日本語講座を修了するまで，その

それで，比較した結果，学習開始前と社会的相互

間にどのようなことを彼らが経験し，それをどのよ

作用の分野，あと興味の対象というものがこのクラ

うに彼らが消化したり理解したりしたか，どのよう

ブの所属学生と日本語講座の修了生では全然異なっ

な影響を受けたか，どのようにそれが行動に移った

ていることがわかりました。これも本にまとめては

か，などを考えていきました。もう一つのグループ

あるんですけれども，ざっと見ていただくと，なん

がカタール大学の日本クラブに所属している学生達

となく違うというのがお分かりになるでしょうか。

です。こちらは，分析焦点者としては「日本のポッ

例えば，どちらのグループも，「子供の頃にアニメ

プカルチャーに興味があるクラブの学生」。で，分

を見ていた，日本の漫画・テレビを見ていました」

析テーマは「日本語学習の（不）必要性を認識する

とはいうんですけれども，実はカタール大学のクラ

プロセス」です。この分析テーマですが，私の方か

ブの学生達はその記憶が非常にあいまいなんです。

らすると，彼らは日本語学習を始めていないので，

その一方で，その修了生達というのは，はっきりと
どのアニメをどう見たかっていうのも覚えていて，

「日本語を学習しなくていいや」という結論に達す
るだろうと，いうところで始めたわけです。ですが，

それが日本のだっていう風に気づいたことで，非常

インタビューしているうちにわかったのは，実は彼

に驚きを感じたということを経験していました。

らは，自分たちを日本語学習者だと思っていたんで

また，日本語学習を始める前に自分が日本語をど

す。それはなぜかというと，カタール大学のこのク

のぐらい理解していたかについては，クラブの学生

ラブの活動の中に，日本語の勉強をやるっていうの

は，まあまあ日本語はだいたいわかりますというん

があったためです。自分はそういうクラブにいるん

ですが，反対に，講座修了生は，日本語がわからな

だし，日本語を勉強したいとも思っているから，自

かったというんですね。それがストレスになって，

分たちは日本語学習者なんです，というところが

日本語をやろうと思った，というような違いがあり

あったので，ちょっと，不必要の「不」を括弧をつ

ました。

けて分析をしました。スタートからゴールというこ

また，友人との関わりですね。カタール大学の日

とですと，「日本に興味を持ってから，日本語学習

本クラブの学生達は，そのポップカルチャーの情報

を開始するか否かの決断を出すまで」ということで，

交換をしたり，あと一緒に何かをしたりすることで，

このプロセスを見ていくということにしました。

友人との関係を非常に強いものにしていました。一
方，講座修了生は，友人とそういう情報を共有する

インタビューをそれぞれの分析テーマで分析を行

ということがほとんどありませんでした。

いまして，そのプロセスを結果図とストーリーライ
ンにまとめました。それが先ほど提示させていただ

さらに，キャリアにおける日本語の位置付けです

いた本の方にまとめてあります。今回はそちらの詳

ね。クラブの学生たちは，日本語ができたら就職に
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有利になると信じて疑っていません。ですが講座修

需要の度合いというのが非常に高いということもわ

了生たちは，日本語なんかできたところで就職には

かりました。
そこでまとめたのが，ポップカルチャーが日本語

全く役に立たないと考えていて，日本語に何も期待

の学習動機となるにはどうすればいいのかというこ

はしていませんでした。
また，ポップカルチャーへの興味についても，興

とで，こちら 11 点を提示されていただきました。

味の広がり方でクラブの学生が，「立体的に拡大」

これもすいませんが，一つひとつ説明する時間があ

という概念にまとめました。例えば，何かのアニメ

りませんので，ここではこうしたということをお知

をテレビで見たら，そこから原作の漫画を読んでみ

らせするに留めたく思います。
まとめとしまして，最初に言っていた，この出発

る，そこから主題歌も聞いてみる，それをどんどん
広げていきます。さらにそのアニメから他のアニメ，

前に言われていた「日本のポップカルチャーに興味

他のアニメ，他のアニメというようにつながって

を持って日本語を学習する人が増えている，ポップ

いって，さらに同じように原作の漫画・主題歌とか

カルチャーが日本語学習動機となっている」という

関連本，下手すると，韓国でリメイクされたものま

ことはどうなのかと考えてみます。実はこれは，各

で，もうほとんど手を出している，というのがカ

政策，それは日本語教育に限らずクールジャパン政

タール大学の日本クラブの学生でした。一方，講座

策などでも言われているんことなんですね。この政

修了生というのは，ある一つのものを好きだと思っ

策の中で想定されている日本語学習者の変化のプロ

たら，そこをものすごく掘り下げていきます。やっ

セスとして図としてまとめますと，このようになっ

ぱりアニメが好きだから他のものも見るけれども，

ていました。まず，非日本語学習者である一般市民，

そこまでじゃないと。自分は好きなのはこれだ，と

特に若年層が日本のポップカルチャーに興味を持つ

はっきりと断言できる人たちでした。ですから，同

ことで，日本語学習者となる。そして日本語学習者

じようにポップカルチャーが好きといっても，何で

が日本に興味を持って日本の理解者になる，こうし

もとにかく好きっていう人たちと，自分が好きなの

たものを目指しているんだ，というように政策の中

はこれだと断言できる人たち，というような違いが

では言われています。しかし，このカタールの事例

あるということがわかりました。

から見ますと，実はこの想定されているプロセスと

また，興味の対象にもなりますが，言語学習です

いうのはおそらく違うんです。それで実際の日本語

ね，それそのものがどうなのかというのも違いがあ

学習者の変化のプロセスを私はこのように提示しま

りました。カタール大学の日本クラブの学生たちは，

した。まず，一般市民が日本のアニメやゲームを通

学校で勉強しろと言われた英語しか学習経験があり

して，日本語がなんとなくわかってきた，そしてい

ませんでした。その一方で，修了生は，学校でやる

ろいろなものに興味を持ち始めた，というような人

前から自主的に，まあ自主的と言いましても家族の

たちが，漠然とした日本語学習者となり，それと同

意向もかなり強くあるんですけれども，外に英語を

時に何にでも好き，ということで盲目的で全般的な

習いに行ったり，あとはフランス語をやったり，あ

日本ファンになっていくだろうということです。一

とは結構多言語の環境にいたので，バイリンガルで

方，日本のアニメやゲームを通して，日本語がわか

アラビア語，フランス語，英語，ペルシャ語や，イ

らないというストレスを持ったり，あとは自分の興

ンド系の言葉ができる学生が非常に多くて，そもそ

味が特定のものに収斂していって，自分はこれが好

もそういう新しい言語に対する興味だけではなくて，

きなんだ，というようになった人たちというのは，
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機関所属型日本語学習者になり，それと同時に，非

に研究を始めた，ということで，現場だからわかる

常に冷静で部分的な，日本ファンになっていました。

ことがあった。じゃあ想定と，実際の姿が異なる場

この「日本ファン」というのは，ここでは括弧がつ

合，今回ですと，政策上言われている日本語学習

くことになると思うんですね。それは，皆さん「別

者・日本理解者と実際が違う場合どうするのか，と

に日本だから好きっていうわけじゃないんだ」とい

いった場合は，やはり本来であれば，想定を実際に

うことを言っていましたので，日本ファンといえる

近づけるわけです。実際の姿というものを優先させ

のかどうか，というところがあるわけです。ですが，

るべきだと思っています。これまで日本語教師とい

このようになっていくということが事例から導き出

うのは日本を発信することが重視されていたと思い

せました。

ます。日本語教師養成に関することなどを見まして

そこで，この一連の結果から言えることというの

も，日本をどう伝えるかということが重視されてい

が，日本語学習者というのは誰なのかということで

ます。ですが，私自身，この研究を通して思ったこ

す。国際交流基金の「海外日本語教育機関調査」を

とは，学習者の実際の声を受信して，学習者の声を

皆さん見たことがあると思うので，お分かりかと思

発信するということが必要ではないかということで

いますが，あれは機関を対象にしているわけで，機

す。これができるのが現場の日本語教師です。学習

関に所属していない人たちというものは数に入って

者の声を受信して発信する，そうしたスキルという

いないと言っています。やはりどうしても相手にす

ものも，必要ではないかというように今は思ってい

る人たち，政策で数字として出てくるのは，機関に

ます。

所属している人たちだけです。なので，どうしても

最後になりますが，現場の教師が研究するという

そちらを増やすことばかりが言われますけれども，

ことについてです。まず現場の教師なので限界があ

分析の結果を踏まえれば，日本ファン，日本理解者

ります。私が実はやりたかったのにできなかったイ

を増やしたいなら，特に機関に所属しない，漠然と

ンタビューが一つあります。それは講座中断生への

した日本語学習者が増えるのでもいいのではないか，

インタビューです。どうして一度日本語を始めたの

という風にも言えます。また，日本理解者も，どの

にやめてしまったんですか，というのはとても聞き

ような日本理解者が欲しいのか，これは日本なら何

たかったんです。でも，できませんでした。なぜで

でもいい，なんでも好き，と言ってくれる人たちが

きなかったのかというと，まあ，現場の先生たちで

欲しいのか，それとも特定の分野で冷静な目をもっ

すとお分かりかと思いますが，私が彼らの日本語教

て，日本のことを考えられる，そういう人たちが欲

師だからです。学生に，日本語やめたら先生が追っ

しいのかがはっきりしていないんですね。海外日本

かけてきて，なんでやめたの？と迫ってくる…と思

語教育を展開させていくにあたって，どういう人た

われるかもしれない。それはよくないなと思いまし

ちを求めているのかをということを明確化・具体化

た。もう一つの理由は，仮に私のことが嫌いだった

する必要があるのではないか，ということがいえる

り，私の教え方が合わなかったりしたとしても，そ

と思います。

れをおそらくいう人はいないだろうということです。

こうした中で日本語教師ができることについてで

「先生の教え方が嫌だからやめました」
「あなたの顔

す。私が何かおかしいんじゃないかということでこ

を見たくないからです」。そんなことは，絶対言わ

の研究テーマを思いついたのは，現場で実際の学習

ないだろうなと思うと，本心が聞けないようなイン

者と接することがあったからです。それをきっかけ

タビューが必要かということがありました。
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現場にいたからこそできたことというのは，やは

者へのインタビューを分析した部分と教室を観察し

り，気づいたっていうのもあるんですけれども，普

て分析した部分と教師へインタビューして分析した

段の話とか様子を参考にすることができたことです。

部分と，それぞれ別のところに載せておりますので，

インタビューでも「あーそうだね，お父さんもこう

そちらのほうでもしご興味があれば，後ほどまた参

いう風に言ってたよね」っていうような話ができま

考文献として紹介します。

した。それから，学生との信頼関係があったことで

根本さんと同じように私も今日はこれについて詳

す。インタビュー協力者は 2 年間の講座を終えてい

しくお話するというより M-GTA を使うことで何が

ます。2 年間，毎週毎週，顔を合わせていますので，

起きているのかっていうか，実践者がこの研究をす

非常に信頼してくれて話を聞くことができました。

ることでどういうことが起こるのかっていうことに

ですので，現場の教師が研究するといった場合に，

ついて，お話させていただきます。「違う」とか何

こうした学習動機研究ですと，信頼性に欠けるデー

かあれば，次の質問でいろいろご意見いただければ

タを，相手に負の感情を抱かせてまで取る必要があ

幸いです。

るのかということがあります。一方で，より深い厚

私がこの業界に携わるようになったのは 2001 年

みのあるデータが取れる可能性があるというのが，

です。日本語学校にいたのは，2001 年から 2006，7

良い点でしょう。この葛藤というのがやはり常にあ

年ぐらいまでなので，もう 10 年前ですので，現在，

るのではないかと思います。以上です。どうもあり

日本語学校で働いている方々が認識されているもの

がとうございました。

とちょっと違うかと思います。ですから，最初に少
し当時の状況をご説明しておきたいと思います。当

■牛窪：根本さん，ありがとうございました。では

時は，これ 2000 年の頭ぐらいですが，中国の方が

あの，質疑応答の時間をですね，あとでまとめて取

対象でした。経済発展に伴って留学ブームというの

れるようにしたいと思いますので，このまま続けて

が中国で起こっておりまして，学習者がどんどん増

次の中井さんの発題に移りたいと思います。

加している時代でした。私がいた時も，学期ごとに
クラス数が増えていって最終的には建物に収まらな

2．3．発題 2：日本語学校における再履修者の研

くなって引っ越しするということを経験しています。

究から（中井好男）

それとともに，やはりその昔は，すごく目的意識が

はい，それでは始めさせていただきたいと思いま

高い方が多くいらっしゃってて，一生懸命勉強，勉

す。中井と申します。よろしくお願いします。先ほ

強命という方が多かったんですけど，段々留学が一

ど根本さんのほうからアニメとかホップカルチャー

般化すると，さまざまな方が来られるようになって，

が学習の開始にどういう風に至っていくのかってい

「とにかくやることないんで来ました」とか「大学

うプロセスをお話でしたが，私は，実際もう学校を

落ちたんで来ました」みたいな人とか「親に言われ

出て，日本語学校なんですけど，そこで勉強してい

たから嫌なんだけど来たんです」っていうような方

る人たちに何が起きているのかっていうことに着目

も増えてきて，教室で起こる現象っていうのがすご

して学習動機という概念から M-GTA を用いて分析

いいろいろ多様化していく，っていう私にとっては

した研究について，今日お話させていただきたいと

激動の時代でした。そういうことがあるので学校が

思います。今日お話させていただく研究の本なんで

設けていたカリキュラムやクラスのレベル設定に合

すけど，まだちょっと今印刷中で，それぞれ再履修

わない学習者の方がどんどん増加していきました。

36

『言語文化教育研究』15（2017）pp. 26-57

学校はどうしていったかというと，そのレベル設定

いうことが当時の問題意識としてありまして，学習

を変えるのではなく，テストなどで測って，「あな

動機っていう観点から再履修っていう経験を理解す

たこの点数に達してないんで，もう一度このレベル，

ることと，教師が今後どうしていけばいいのかって

履修してください」というように，再履修という対

いうのを明らかにするのを目的として，この研究を

応を取っていました。

行いました。

実際に私が再履修者の方と会うというか，再履修

当時，研究に期待していたことというのは，再履

者の方がたくさんいるクラスを持たされることが非

修者がどういう経験をしているのかっていうのと，

常に多かったものですから，よく知っているつもり

学習動機の変化の過程ですね。それが分かればいい

だったんですけど，その時の共通の教師の間での認

な，っていうことです。それから，教師とか学校が

識としては，とにかくやる気がないと。来るか来な

対応を考える際の何かの指標になればいいかなと。

いかも分からないし，来たところで寝てるし，とか。

そういうのを明らかにできたらいいかなあと思って

話は聞かないし，とか。あと「これをしてくださ

この研究を始めました。で，プロセスが分かるって

い」とか「宿題は」と言っても出さないし，「やり

いうことと，あとでお見せしますけど，概念図って

たくないし」みたいな感じで返事されたりとか。結

いうか結果図が出てくるので，M-GTA が一番妥当

構対応に困るっていうことがありました。あと，す

であろうということで，これを採用してやりました。

ごく静かです。多分これは私の学習者観の影響かも

先ほど申しましたけれども，学習者が再履修者にな

しれません。この人たちは何でこんなにつまらなさ

り，その後どうなっていくのかという過程について

そうに座っていて，何も話さないんだろうっていう。

勝手に名前をつけました。14 名の学習者の方にイ

まあ今ではそれが悪いとは言えないこともわかって

ンタビューをして，再履修者の方が捉えている日本

るんですけど，当時，私はまだ駆け出しだったので，

語学習を書きました。

楽しくわいわいやるっていう学習観・教室観みたい

教室編は私が参与観察に入りまして，3 名の学習

なのも持っていたので，私も当時これが問題だな

者に着目して参与観察をしました。彼らと彼らに関

あっていう風に思っていましたし，同僚の先生方も

わっていた教師 5 名にインタビューをお願いして，

こんな感じで認識されていました。問題意識として，

そこから得られたデータでまとめました。あとは教

なぜ再履修者はそんなに手を妬く存在なのか，って

師編で教師たちがどう対応しているとか，彼らをど

いうのと，どうしてやる気を失っているかのように

う捉えているのかっていうのをインタビューして分

見えるのか。実際やる気がなさそうで態度も悪いん

析した，っていうこの 3 つの大きな三本柱があって，

ですけど，一人で一生懸命勉強してる人，先生の話

最後にもう一度見直して，がっちゃんこして，大き

聞かなくても教室活動に参加しなくても，なんか一

い理論図っていうのを作りました。

生懸命，問題集を解いたりとか，やってる方がい

やっぱり研究をする時に，いま私がここで偉そう

らっしゃったんですね。だから何でそういう風に見

にいうことではないと思うんですけど，何を明らか

えてしまうのかっていうこと。あと，それに関連し

にしたいのかっていうことと，それはどういう質の

てですね，再履修者は本当に勉強していないのかと

ものなのかっていうのを必ず押さえてから方法論を

いうことがありました。それから，これは大前提で

決定するっていうこと。これは本当に大事なんだ

すが，何で再履修を強いるような事態になるのか。

なっていうのを最近つくづく感じております。それ

まあそもそもシステムがおかしいんじゃないかって

とあと何のためにやるのかっていうこと。そして，
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それをすることにどういう意味があるかっていうの

習者の話とか昨日インタビューした感覚，彼らの経

を研究の意義として考えていく必要があるだろうと

験を残しながら分析できるということで，M-GTA

思っています。先ほど根本さんのお話にもありまし

を採用しています。イメージとしてはデータからど

たが，一人の経験を知るんではなくて，「彼ら」っ

んどん抽象化していって，特徴を吸い上げていく。

ていうのを対象にしているということ。それから助

で，最後にそれを理論化するっていうものですが，

けが得られるとか，一人でなんとかできそうだって

やっぱりその文脈を残せるというところで M-GTA

いうものですね。そういういろんな理由から M-

が私にとっては非常にいい方法論でした。

GTA を採用しました。私が明らかにしたかったの

一方で，GTA というのはすごく客観的で実証的

は学習動機なんですが，学習動機といっても要因を

なものです。データから発見される事実を，先入観

分析するとか，あと自分で自分をどう動機付けして

を持たない研究者が発見・事実を吸い上げていく，

いくかとか，その自分と現在の自分の差を埋めてい

それを理論化する，っていうものなんですけど，実

くことが学習動機である，とかいろいろ言われてい

際そうなのかっていうところですね。インタビュー

ますが，やっぱり教室の中だけではなくその人が生

をするのも研究者です。で，分析するのも研究者で

きてきた経験っていうのを知らないと学習動機を知

す。何が大事かとか，何が問題かって結局吸い上げ

ることができないと言われていて，まさにそうだな

ていくのも全部，研究者がやることなので，やっぱ

と思いました。ですから，そういう文脈，経験です

りどうしても主観が残っていると言わざるを得ない。

ね，そういうのを切り捨てずに分析ができる。しか

まあ GTA にも構成主義的な側面があるだろうとい

もプロセスが見えるっていうことで M-GTA を選び

う風に言われています。それで，それから木下先生

ました。実はですね，修士論文の時に GTA を使っ

が御発案された M-GTA は，現実を理解するために

て同じような分析をしていたんですが，私のやり方

データ化を行うこととその人間の感覚的な理解の重

がまずかったんだとも思うんですけど，データを

要性。感覚的な理解の重要性っていうのを積極的に

やっぱり細切れ・ブツ切りに分析していくことで

取り入れられているところがやっぱりいいなあと思

「あれ，これ一体なんやったんやろう」っていうこ

いました。理論的感受性という形で言われることが

とがありました。データのこの細切れになったもの

ありますけど，なんて言ったらいいんですかね，勘

が部屋じゅうに散らばってどうしようもないなって

ですかね。ここが問題だ，って気づく勘みたいなの

いう感じになったり，「これは誰が言ったことなん

が重要で，そういうのを磨いていかないといけな

だ」「どっから出てきた言葉なんだ」っていうのを

いって言われているんですが，まあこれは感覚的な

またデータに戻ったりとか聞き直したりとか，する

理解と関連しているんじゃないかっていう風に私は

ことがあったんです。すごくなんか，空虚なという

考えています。で，もともとあった GTA の特性に，

か「これ，なに？」っていう感覚しかなくて，現場

木下先生がそこに 3 つの修正を加えられて「コー

に根付いてないというか，なんか数字だけを扱って

ディング方法を明確化する」，あとは「意味の深い

いるような感覚になったんですね。でも M-GTA っ

解 釈 を す る 」っ て い う の と ， あ と「 独 自 の 認 識

ていうのは，その文脈を残すことができるっていう

論」っていうのを加えられてます。

ことが木下先生の本に書かれていたと思うんですけ

ここで，この感覚的な理解とか，理論的感受性と

ど，私はそう理解しました。そこが当時の私にとっ

か，勘が必要やっていうけどじゃあその勘って一体

ては響いたところですね。ただ現場にいる感覚，学

何なのか。で，データを理解するっていうのはどう
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いうことなのか，っていうこと。これはここで一つ

もらってきた，っていう人たちなんで，やっぱり突

の私の問題として取り上げたいと思います。それか

然ポンと，しかも外国に離れたところに置かれるこ

ら，M-GTA では「独自の認識論」というのがあっ

とで，すごく孤独だと。で，孤独だけど自立したい。

て，研究者が机の上で他の人たちから持ってきた

けど，私の先輩が中国人学習者を分析しているので

データを分析する。なんかまるで，神の視点でなん

すが，その結果の中に，両親に依存しながら自立し

でも操作できる，というようなものではなくて，

たいっていう独特な感覚を持っている。だからその

やっぱり研究する人はそこの現場での問題意識を

両親の管理下のなかで独立するっていうか自立する。

持っていて，自分のこういう感覚があって，分析す

で，最終的には両親に守ってもらいたいんだけれど，

るんだっていう，この分析テーマと分析焦点者と研

その中で自由になりたい，みたいなそういうのを

究する人間っていうモットーっていったらいいです

持っているっていうのもわかっています。まあこう

かね。こういう研究者は素晴らしい，神のような存

いう感覚が，というか精神的な変化っていうのがす

在だ，ではなくって，この現実問題として研究する

ごく学習面に影響を与えていて，どんどんどんどん

中での一つの主観を持った存在であるっていう風に

その勉強よりも，バイト，ですね。そちらの方に時

捉えるっていうことですね。そういう独自の認識論

間を割くようになっていく，っていうことがわかっ

が M-GTA にはあるという風に理解しております。

てます。で，そうすることで，どんどん点数が下

ここで問題になるのが研究者とは何か，っていうこ

がっていって成績が悪くなっていくんですけど，彼

とですね。どういう存在なのかっていうことです。

ら自身もそれは悪いことだと思っている。それは何

まあ言ったら「その人の主観から出てきた理論じゃ

でかっていうと，まあもちろん点数が悪い，それ自

ないのか」って言われることがあります。私もいろ

体も嫌なんですけど，すごく両親から期待をされて

んなところで発表すると必ず「これ，あなたの主観

いるんです。絶大な期待を背負って，それこそ親戚

ですよね」って一蹴されることがありました。じゃ

じゅうの期待を背負って日本に来ているっていうこ

あそこで出てくる理論って一体何なのかっていうこ

とがわかりました。お金の面もそうですし，全員で

と。これが問題になると思います。なので今日は，

見送っていくっていう，まあ家族じゅう，親戚じゅ
うの期待を背負って来ているので，彼らにとっては

「理解とは」「研究者とは」「理論とは」っていうこ
の 3 つをあとで検討していきたいと思います。

成績が悪くなる，落ちこぼれていくっていうのはす

再履修者の方からのデータで理論を作った結果が

ごい辛いことなんです。だけど，アルバイトもしな

これですけど，17 歳 18 歳，高校を卒業してすぐ日

いといけないし，勉強できないし，なんかこの辺で

本に来られる方ばっかりだったんですけど，その両

すごくこう，悩みだすという時期があります。この

親からの自立心っていうか「自分でやっていくん

間に学習動機がどんどん低下していく。で，もう

だ」みたいな気持ちですね。そういうのを持って，

段々ここで「できない」っていうことに慣れていっ

そういう自立心があるからこそ，アルバイトをして

ちゃうんですね。「どうせやっても無理だし」みた

「もう自分で学費払っていきたいし，親に頼りたく

いな。そうするともう学習性無気力という状態に

ないんだ」っていう気持ちがどんどんこう，芽生え

なってさらにもう「勉強はあまりいいか」という感

ていくことがわかりました。そこから，だけどやっ

じになっちゃうということです。

ぱり寂しい，孤独なんですね。一人っ子の人たちで

では，実際の教室ではどういうことが行われてい

両親との繋がりが非常に強い。なんでも親にやって

るのかということで，私が教室に入って，参与観察
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をしてまとめたんですが，まず，居場所ということ

のが現実で，じゃあそれを踏まえてどうするかって

がありました。教室に居場所があるかっていうこと

いうと，この下にあるんですけど「特に何もしな

ですね。友達がいるかどうかっていうことです。彼

い」です，結局。「どうしたらいいかわからないの

らの場合，ものすごくメンツっていうのが非常に大

で，そのまま放置してます」っていう方が非常に多

きな力を持っていて，同じ中国人同士であっても

かったです。それから「だけど，あの人たち悪い人

「あの人は嫌，でもこの人はいい」とか「あの人に

じゃないんだよね」とか「一応真面目にやってるよ

は失敗を見せたくないけど，この人は絶対大丈夫」

ね」とか「日本語ができないわけじゃないんだけ

とか。彼らの国籍とは違う方とは別に，中国人同士

ど」っていう感じですね。ポジティブに捉えようと

でそういう力関係みたいなものがあって，非常に複

はしている。それから「自己防衛」っていうことで，

雑な力作用が働いているなかにいるっていうことが

これは何かって言いますと，「再履修者がいて，教

わかりました。そういう中で学習観っていうものを

室の中がちょっと混沌としてしまっているのは私の

形成していくんですが，そこにはやっぱり教師の対

せいではなくって彼らのせいでもなくって，学校の

応ですね。「この人たち言ってもできないから，あ

せいだ」と。「カリキュラムのせいだ」とか「学校

んまり相手にしない」とか，ただただ叱るとか，そ

の教えるスピードが速すぎる」とか「専任がリー

ういう経験を受けながら学習観とか教師像を形成し

ダーシップを取ってないからだ」とか，なんかそう

ていきます。「先生ってどうせいつも怒ってるんで

いう感じで責任を転嫁する感じですかね。そういう

しょ」みたいな感じですね。そういうのをどんどん

ことがわかりました。これあとでまたもうちょっと

どんどん築き上げていって，それが学習動機に影響

お話します。それで，この 3 つの結果を再度見直し

しているっていうことがわかっています。

て，一つにしてがっちゃんこしてまとめたのが，

それから，これは教師編のほうなんですけど，そ

こっち，この結果です。これはその再履修者になる

の再履修者に対応している教師はどう考えているか

までの過程の結果図ですね。こういう過程を経て，

というと，やっぱり，どんどんネガティブな評価っ

学習動機を低下させていく，で，それからこれ，学

ていうのを築き上げていきます。「どうせやる気な

習動機が低下してから回復する人ももちろんいるん

い」とか「めんどくさい」とか「ややこしい」とか

ですけど，回復するかそのまま低下したままなの

そういう話もよく聞きました。そうすると，問題解

かっていうところに影響を与えている要因の結果図

決に向けた努力ということで，何を実際やっている

となっています。これは今日は触れません。

かというと教室の中では，再履修者の人はどうせ寝

では，こういうデータを取ってきて理解するって

てしまうんで「前に座らせる」とか，「常に注意す

いう時にどういう風なことが私の頭の中で起こって

る」，注意するっていうのは気を向けるっていうこ

たのかっていうことをお話したいんですが，まずは

とになるんで，本当に「こらこら，起きなさい」っ

学習者から出てきた概念に「私はもう大人」ってい

ていう注意ですね。あと，「こっちを見ているから

うのがあるんですが，その中にあるデータの例です

指名する」っていうのは，すごく自分から発信する

ね。ちょっと読みます。「勉強もわからないから嫌

ことが少ない，でも話して欲しいので視線が合えば

になったりアルバイトに行くのも疲れるので嫌に

当てるっていう形でしか，対応を取ってないってい

なったりすることがある。国に帰りたいと思うとき

うことが分かりました。でも，そういう対応だけだ

がありますが，日本に来た以上，私は負けないで頑

と再履修者の態度ってなかなか変わらないっていう

張ろうと思います。で，両親と電話をしても体に気
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をつけて勉強を頑張りなさいと言われます。だから

そのときどうしていたのかっていう，いろんな思い

ここで頑張るしかないんです」っていうような，こ

が響き合ってと言いますか，こういうことを頭の中

ういうことを言う人が非常に多かったんですね。こ

でやりながら彼らが言っていることを分析してい

れを理解する時に，彼らの置かれている状況ですね。

くっていうことですね。彼らにとっての大人ってい

中国の営業担当の方にお話をよく聞いたりもしてた

うところの背後にある文脈を踏まえて，自分の経験

んですけど，やっぱり先ほど申しましたように，両

を照らし合わせながら意味を探っていかないと，た

親からの絶大な期待と支援と，お金が無いのにすご

だ文字面だけ追っていて分析するだけでは全く意味

い一生懸命工面して留学資金を作って，送り出して

が無いということです。

いるという状況がある，と。それから精神的にどん

一方，教師の方なんですけど，さっきちょっとご

どん成長していくというか大人になっていくような

紹介した部分ですね。「どうしたらいいかわからな

過程でもありますので，「自立したい」っていう強

い」とか「放っておく」とか「他の人と同じように

い気持ちを持っている。それからさっきも言いまし

する」とか「悪い人ではない。真面目，できないわ

たけど，メンツですね。すごいメンツを重んじる文

けでは無い」という部分です。まず，「初級のス

化で，メンツを大事にする。自分が失敗するのは良

ピードが速いから」。これは初級クラスの人が多

くないと。それから，日本に来て孤独を感じてい

かったからこれが出てます。再履修者になるともう

るっていう状況に置かれているんだっていうことを

二度とメインストリームには戻れないとか，一緒に

踏まえつつ，じゃあ自分はどうだっただろうってい

来た人たちはどんどん上に行っちゃう。でもそこに

うことですね。自分の過去の経験，まあ高校生，大

飛び級で上がることもないしっていうことですね。

学生ぐらい，大人になっていく，まあ何が大人かわ

「学校は結局，成績より出席ばっかり気にしてるん

かんないですけど，両親から離れて行って自立しよ

でしょ」っていうことと，あと「専任がリーダー

うとしていってた自分の経験ですね。そういうもの

シップを取る」とき，この学校はクラスコーディ

をいろいろ思い出しました。で，私も一度海外に逃

ネーターをすべて非常勤の先生がやっていて，専

げていたことがあるんですけど，そのとき何を考え

任っていうのは，空いてるコマに入る。あと学校は

ていたかっていうと，日本にいると親類もいるし家

成績管理，出席管理，事務的なことをするっていう

族もいるし，なんていうんですかね，何かどこかに

学校だったので，こういう発言が出てます。順番通

甘えっていうのがあるっていう感じをもっていまし

り並べましたし，先ほども申しましたので，なんと

た。頼る人がいる，そんな感じですかね。そういう

なくお分かりいただけると思うんですけど，これで

のを全て切り捨てて，全然ないところに行きたいと

こうグループができるんですよね。「どうしたらい

思ってオーストラリアに行ったんですが，そういう

いかわからない」とかこの辺は結局問題を放置する

ときのことをいろいろ思い出しました。あと，海外

ところ。「悪い人ではない」とか「できないわけで

に行ったときに，外国人としてのいろいろな経験を

は無い」とかはポジティブに捉えようとするところ。

しました。日本では感じないこともありましたし，

で，右側の四角ですね，これは，問題はどこにある

強盗にあったりして，いろんな経験をしたんですけ

のかっていう，私も含めてですけど，教師がする分

ど，そのときのことをまあいろいろ思い出したんで

析ですね。

す。じゃあそのときに自分が孤独を感じていたかと

これを見たときに，そのときに読んでいた論文が

か，両親とか家族から自立をしたかったのかとか，

あったんですけど，教師の話にはシークレットス
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トーリーズっていう，聖なる物語がある，っていう

インタビューや分析の中で何が起こっているのかっ

のと，カバーストーリーズっていって，ごまかしの

ていうことをお話しながら考えたいと思います。ま

物語っていうのがあります。聖なる物語というのは，

ずは「経験」なんですけど，視覚とか聴覚っていう

教室の中だけで実際に経験していること，教師が

のは，その人と同じ視点に立てば感じ，同じ経験を

思っていることっていうか，他の人には絶対言えな

することはできます。例えば，あべのハルカスから

い教室の中だけの話っていうのを皆さんも多分お持

見える景色とか，「めっちゃきれいやったよ」って

ちだと思います。それで，ごまかしの物語というの

聞けば，そこに行けば，自分も同じ経験はできます。

は，教師同士で話すとき，「私こんなことして，こ

ウグイスの声が聞こえてきたっていうんだったら，

んなうまくいきましたよ」とか「こういう失敗が

私もそういう機会があれば聞こえるかもしれない。

あったときに，こうしたらこうなったんですよ」と

同じことは経験できるわけですよね，視覚と聴覚。

か，よく見せるっていうか，そういう話をしちゃう

まあ厳密にいうと違うかもしれません。同じウグイ

ことがあると言われています。なので，さっきの再

スの声を聞いたのかっていう，その全く同じウグイ

履修者をポジティブに捉えようと見せるっていうの

スの声が聞こえるっていうのはないけど，ほとんど

は，まさにこのごまかしの物語で，理解ある教師で

同じ経験はできます。感情と知覚の場合はどうかっ

ある，っていうように振舞っているんじゃないかと

ていうと，テーブルの足に自分の足の小指ぶつけ

いうことを考えました。それから，「原因を学校の

たって言われると，痛みっていうのは私たちみんな

システムとか方針に帰属する」っていうところなん

で共有できる，同じものは感じれますよね。で，急

ですけど，改善は努めているんですけど，教師には

いで信号を渡ろうとしたら交差点の真ん中で転ん

ツテがないということで，まあ，学習者のことを理

だっていう，痛みは分かりますし，もしかすると，

解しようとしているんだけど，問題は学校にあって

これすごい恥ずかしかったっていう経験として話し

私はどうしようもないので，私が悪いわけではない

ているかもしれません。私は交差点の真ん中で転ん

んですっていうことですね。先ほどの論文を読んで，

だことがないんですけど，おそらく恥ずかしいって

データを見たときに，やっぱり自分のことも考えま

いう経験・感情は今までの違うものから想定して，

した。私も「あれだけ注意したのになんでしないん

「あ，恥ずかしいんだろうな」っていうのは感じる

だ」とか「たしかにあの子，いい子なんやけどな」

ことができます。「食べ物にあたった」っていうの

とかっていうのを感じていましたし，いい人という

は，これはものすごく苦痛でしんどいって聞きます

だけで，実際私が何か対応してたかっていうとそん

けど，私は当たったことないので，実際どんなもの

なに対応してなかったなっていう反省もあったりと

かはわからないんですけど，でもやっぱりお腹下し

か，自分の状況に照らし合わせてもこういうことな

たりしたことはあるから「多分あんなんなんだろ

んだろうということで，先ほどの二つをまとめたら

う」っていう，なんとなくはできます。次はあれで

こういう風に，教師の対応として結果が出るという

すけど，母親を失った悲しみ。こういうのを聞かれ

ことになります。

て「ああ，かわいそうやね」「つらいでしょうね」

ここで今日お話したいことに戻りますけども，ま

とか言うけど，「あんた母親いるじゃんか」ってい

ず「理解とは」っていうことと「研究者とは」って

う経験もあったりして，これはまあ感覚・知覚って

いうことと「理論とは」っていうことです。これを，

なってくると，ちょっと他者の経験を理解するって

経験を理解するとはどういうことなのかというと，

いう部分では，感覚・知覚っていうのは変わってき
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じゃないかな，という風に思います。

ます。
経験を秩序付けるものって何かっていうと，対
象・空間・体っていう枠組みで，そこにその人が意

■牛窪：中井さんありがとうございました。ちょっ

味を付与している。だから経験は物語を伴っていっ

と時間が押しているので，休み時間を取らずにこの

て，ここから見える姿っていうのがあるという風に

まま木下先生のお話に行きたいと思います。では木

言われています。自分にとって直接思い出せないも

下先生，お願いします。

のであって，類似した過去の思い出を呼び起こして，
自分の痛みの思い出として構成されるものだという

2．4．発題 3：M-GTA 考案の経緯（木下康仁）

風に言われています。じゃあ経験を理解するのはど

こんにちは。お二人の発表を聞いていて，いつも

ういうことなのかっていうと，そこに伴っている物

他の方の研究発表を聞いているとそのお話の中に自

語ですね。それを深く理解していく。それでしか理

分が引き込まれていって一緒に考え始めてしまうこ

解できないし，それをしないといけないっていうこ

とがあります。今回もそんな印象を受けたんですけ

とです。それを理解するためにはどうしていけばい

れども，やっぱり一つには，一生懸命研究に取り組

くかっていうと対話，インタビューで実際起こって

んでいる姿っていうのがありますよね。同時に取り

いるのが対話ですね。その中で相手の経験を理解す

組んでいるテーマ・内容そのものも意義があること

るんだ，っていうことなんですけど，対話というの

だと。M-GTA も含めて，研究方法というのはやっ

はやっぱり，聞き手は話し手の言葉を理解すると同

ぱりそれを，側面からサポートするみたいな，まあ

時に，それに合わせた態度をとります。で，それを

敢えて言うとその程度のものなんだと思うんです。

受けて，また違う発言をすると。つまり言葉という

ですが，その程度であれ，あるかないかによっては

のは，その関係の中で意味を持っているっていうこ

格段にその研究の中身そのものについて違いも出せ

とになります。つまり，経験というのは私たちから

るという風に思います。そこには一言で凝縮すると，

独立してあるものではなくて，対話の中で作られて

まあ私の感想ですけれども，やっぱり人間が見え

いくものなんだと。結局，過去を語るっていうこと

るっていうことなんだと思うんです。それも一人だ

は，今ここで私と話していることで築き上げられて

けのモノローグの人間じゃなくって，他者と関わる

いるもの。だから過去の経験っていつ話しても同じ

社会状況の文脈における人間っていうお話があって，

かっていうと違うんですよね。だからインタビュー

まさにその通りなんですけれども，その他者と関わ

していると，私と協力者の間で生まれたものであっ

る姿があって，そこで我々が理解できることってい

て，私と彼らが作った過去の記憶。で，それを分析

うのはやっぱり「意味」なんだと思うんです。意味

して理論化をしている，ということになります。

を通して理解できると。そういう現象なんだろうな

じゃあ得られた理論は何なのかっていうことなんで

あという風に思います。

すけど，やっぱり協力者と研究者の協働の産物であ

いつも時間通りに話が終わらなくて，苦情をいっ

る。で，ガーゲンが生成的理論っていう部分で，慣

ぱい受けているんですけれども，まあ今日 40 分で

習的な理解のあり方にのみ，新たな意味や行為の世

まとめろという牛窪さんの厳しい枠組みがあるんで

界を開いてくれるような世界について説明するもの

すけれども，お話したいことがたくさんあるんです

を出さないといけないと言っているんですが，まさ

ね。それはいろいろ自分が考えてきたことを伝えた

にその M-GTA で出てくるのもというのはこれなん

いということで，今日はこの時間の中でできるだけ

43

委員企画フォーラム「経験から編み直す言語文化教育ポリティクス」

今思えば統合されていたような気がします。ですか

頑張ってみたいと思います。
なぜ M-GTA でなければならなかったのかという

ら，継続的比較分析法というすべての GTA のエッ

びっくりするテーマを牛窪さんに出していただいて，

センスの部分っていうのは実務の中で発揮できてい

なんでびっくりしたかっていうと，そんな風に自分

たように思います。私の初期の 3 冊・4 冊の本の中

が考えたことなかったからなんですね。かれこれ最

で書いてあることでもあります。ですが，オリジナ

初に論文を発表してから二十年ぐらいになるんです

ル の 1960 年 代 に 出 た 『 デ ー タ 対 話 型 理 論 の 発

けれども，最初から M-GTA を作ろうと考えて始め

見 』 っ て い う 訳 語 で 出 て い る ， The discovery of

たのでは実は全然ありませんでして，その都度その

grounded theory という本（グレイザー，ストラウス，

都度，自分としてはイメージでいうと，つま先立つ

1967/1996）なんですけれども，自分にはやっぱり

ような緊張感で考えなければいけない問題に取り組

研究と実践の，実践の比重を強調する本として読め

んできたものが段々と形になってきて，今に至って

たんですけれども，そこの中で言われてることって

いるという風にご理解いただければと思います。

いうのは，質的データを使いながら理論を生成して

1990 年代以降の話ですけれども，この時期に先

いくための研究方法論だと。それで，そこにある理

立つ 1960 年代に最初のグラウンデッド・セオリー・

論とは何かと。あるいはそこのベースにある考え方

アプローチが提唱されているんですね。私はマス

としての実証主義的，客観主義的なスタイル。これ

ターが UCLA だったんですけど，そのときに初め

は自分が実務を離れたときに，がーんってぶちあた

てその本を読んで，非常に感銘を受けたわけです。

るような問題として浮上してきました。

それは一点，社会学者ってどういう仕事をする人間

M-GTA につながる動きというのは実は 1999 年，

なんだろうかという，そのメッセージで読めた。そ

GTA について最初に書いた本なんですけれども，

こには実務の，実践との関連，実務の人と一緒に協

今，質的研究をトータルに理解するための一つの起

働，それで，研究者と実務者を対等に位置付けてい

点としてやはり質的研究がいろいろな領域，特に多

ると。そういう研究者の有り様っていうのは非常に

様なヒューマンサービス領域を横断して関心を持た

強い印象として残りました。それが質的研究で理論

れてくる流れ，これが世界的に起きてきたわけです

生成をする研究方法の本であるということは自分の

けれども，その起点が大体 1990 年代ごろからって

中では結びつかなかったんです。

言われています。じゃあ，なんで質的研究に対して

私はエイジングとかケアのほうの専門で，日本に

の関心が広範囲にわたって見られるようになってき

帰ってから十年ぐらい，ある現場で実務で働いてい

たのかというところの理解で，それは決して単純な

て，まさに自分自身が実践者・実務者の立場で，一

ことではなかったという風に思っています。大きな

生その世界で仕事をしていこうというぐらい思って

二つの流れが，一方では，高度な数量的な方法を用

ました。生きた人間が織りなす世界っていうのは，

いた研究でも，現実の問題に対して効果的な結果は

どんな高齢の人で認知症の人であっても，やっぱり

得られていないと。つまり，人間の複雑さを理解す

ものすごいダイナミックな世界なわけですね。そこ

る方法としては多変量の解析方法がここまで進んだ

に研究者としての訓練を受けた自分自身が当事者と

としても，その結果得られるものというのが，十分

して関わることによって試されてくる。そのリアリ

な説明力をもちえていないんではないか，そういう

ティの世界で十年ぐらいを過ごしました。そこでは

ある種の限界認識というものがあって，そこから反

研究と実践っていうのが，実践者という意識の中で

転する形で人間の複雑さをトータルに理解できる有
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効な研究方法の模索，これが質的なデータを使った

究につながる流れだと理解すべきだという風に私自

研究で，具体的には，アメリカの看護界を中心とし

身は思っています。
そうすると，一つ目の方はまだ牧歌的という言い

た動きにつながっていったというのが一つだと思い

方をしましたけれども，研究方法としてスッと入っ

ます。
この流れでいうと質的研究っていうのはまだどち

ていけるほうで，二つ目の方はもっとこう自分への

らかというと，牧歌的なイメージでも捉えられるよ

問い直しというものを，厳しく問われているという

うに思うんですけれども，二つ目の見方は，もっと

ような方法ですね。で，質的研究ってこの二つが

自分に跳ね返ってくるような反省的な視点で，つま

別々に成り立つ話かっていうと決してそうではない

りそれまでの研究のあり方・調査のあり方に関して

だろうと思うんです。つまり質的研究，もっという

の批判ですね。主に，社会学がこの視点を提起して

と M-GTA で行われている研究が対象とする人たち

きたっていう風に思うんですけれども，これは人間

はどういう人たちかというと，なんらかの形で今生

と人間の調査関係において，やはり調査者と調査に

きていくことに対しての課題を抱えている人たちだ

協力する人たちとの関係のあり方。研究者が非対称

と。あるいは困難を抱えている人だと。それは先ほ

な影響力を持つと。これは一つ，ポリティクスとい

どの研究協力者になっている人たちを考えれば，や

うもの，倫理の問題と絡んで指摘されたという風に

はり，支援も必要であるし，当事者としての課題も

思います。

いろいろ抱えている中で，頑張っている人たちです

そこから，研究者と研究協力者との協働の作業の

よね。ですから，ここにあげた二つの視点はやっぱ

一つとして一つの理解を導いていくという方向性，

り両方が組み込まれるところに質的研究っていうも

これはナラティブとか社会構成主義の方から強調さ

のは位置付けられるし，また，研究計画として構想

れていて，共同生成性という概念によって語られて

されるべきだろうと。

いる。つまり，今まではある特殊な病気の経験とか，

そう考えることによって，難しそうですけれども，

あるいは社会的にマージナルな位置に置かれていて

実は我々は研究を安心してできる立場が取れるとい

差別とか偏見とかを受けて生きてきた人たち。例え

うこと。それはどういうことかというと，研究をす

ばハンセン病の場合など，病の経験と差別，偏見と

るときに研究する自分自身を決して安全圏に置かな

合体した例として重要な研究の流れを実は成してい

いと。自分も，一方では研究活動において当事者化

るわけですけれども，従来は研究者によって語られ

していく。当事者化するということは，この図の下

ることによって一応理解されるような，そういう流

の方の視点というものを常に自分が意識するという

れであったところから，語りにくい，その人の当事

ことなんです。これが研究の倫理の考え方として一

者の経験を研究者が理解する，つまり信頼関係の元

番実践的だという風に思います。

で聞くことによってはじめて語られるようになって

今のような考え方をしていく上で，M-GTA って

いくという。つまり，研究者によって語られるとい

いう研究方法はごく自然に，しかも，頭でっかちに

う受身的な研究のあり方に対して，語りにくいもの

そういう責任の問題とか倫理的な問題を意識しなく

が語られるような場を作るところに研究者が積極的

ても自然に研究展開の中に入っていけるというか，

に関わって，そこではじめて当事者が受身形ではな

いくつか安全装置を組み込んでいるっていう風に説

くて，自分の言葉で語れるという，そういう研究の

明できると思います。さっきも，プロセスっていう

あり方が提起されてきた。これも今，一つ，質的研

話がいろんな局面で出てきましたけれども，最初か
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ら今のように考えていたわけではなくて，段々，一

た人たちはみんな苦心しているわけです。苦労して

つひとつ自分の課題を考えてきて，それぞれが繋

るんです。今の M-GTA もその一つの形なわけです。

がってきて，今の M-GTA と呼ばれる方法になって

それで，ちょっとわからない話になってしまうかも

きているという風にご理解いただければと思います。

しれませんけど，グラウンデッド・セオリー・アプ

ですから調査をするときに，いろいろぶちあたるよ

ローチと呼ばれているものも，多様化して，それぞ

うな問題点というのは多分私なりに，自分の実務の

れが独自のコーディング方法を提案しています。

経験とかそのあとの調査の経験とか，あるいは質的

M-GTA と他の GTA の大きな違いは技法としての

研究の方法の問題とかで直面しながら，これはこう

切片化っていうのがあるんですけれども，データを

考えたらいいんだろうとかっていう風に対応してき

文脈から離して，意味の脈絡とは切り離して，語ら

た，その集積のようなところに来たのかなあという

れた言葉そのものを細かく分けながら意味を研究者

風に思っています。

が解釈していくという作業なんですけれども，当初

今ちょっとずれましたけれども，質的研究ってい

は客観性を担保するために質的データでもそういう

うのは実は多様な個別の質的研究方法から構成され

ことをグレーザーが中心になって主張していて，今

ていて，それを総称するときに質的研究法とか質的

や本当にそんな風に考えてやってる人は誰もいない

研究とかいう言葉がおかれているわけで，だから個

と思います。それはもう明らかに自己矛盾で消えて

別の部分の理解なくして，質的研究を語るというこ

いったものだという風に考えてもいいでしょう。こ

とはできない。なぜなら個別な部分の中のそれぞれ

こではその問題じゃなくて，簡単に一言だけ触れた

の特性が非常に異なって幅があるからなんです。客

いのは，グラウンデッド・セオリー・アプローチっ

観主義的な，実証主義的な立場もあれば，社会構成

ていうのはデータに密着した分析から，独自の理論

主義的な立場もある。つまり認識論ですから，何を

を生成していける質的研究方法っていう風に言われ

現実と考えるか，理解できるかっていうこと自体大

てるわけです。

きく違ってるんです。その幅のなかで M-GTA の位

では，そのコーディングってどうしてるか。M-

置っていうのはさらに他とも違う独自の位置にあり

GTA は分析テーマと分析焦点者っていう二つの視

ます。そこは理論というものを目的に置くという点

点だけで見ていけばいいっていう風にしてるんです

ともつながるんです。今日は触れられませんけれど

けども，グレーザーにしてもストラウスにしても，

も，本当に質的研究方法の特に分析に関して興味が

ストラウス・コービンにしても，彼らがどんな風に

ある，あるいは博士論文で取り組もうとする人は勉

説明しているのかっていうのを見比べると，データ

強してみると面白いと思うんですけれども，コー

に密着した分析を標榜しながら，実際に提案してい

ディングという作業です。

るのは，データのコーディング作業，切片化すると，

今，話を単純化するためにインタビューデータを

いろんな，たくさんのラベルを作り出すことになり

テキスト化したものをデータとして分析を行う場合

ますよね。そこからさらにそれをまとめていったら

を考えてみますと，インタビューデータは読み物と

いいのかっていう件に関して彼らがどういうことを

してはサーッと読めるわけですよね。あたかも自分

言っているかっていうと，分析が収束できるための

がそこにいるかのように，逐語起こししたものを読

一つの促進用の枠組みをそれぞれに提案しているわ

めるんです。ただそれをどう分析したらいいかって

けです。だから単純にデータに密着した分析で結果

いう話になった途端に，今までの質的研究法を考え

に至っているという話ではなくて，その途中で，結
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果が統合化されていきやすいように例えばある種の

いでしょっていうことを，考えたわけですよ。じゃ

マトリクスを使いますと。それはコーディングの考

あ，それをするにはどういう方法が適切なのか。で，

え方として，グレーザーでいうと，例えば理論的

今言うところの分析テーマと分析焦点者という二つ

コーディングのための 18 個のコーディング系とい

の視点。みなさんの実際にやる分析テーマっていう

う非常に複雑な視点を導入して，それを介してみて

のは，この研究で自分が明らかにしたいことは何な

いく。そうすると最終的な結果としてデータに基づ

のかということをプロセスの視点を入れて設定する

いた理論が得られるという説明をしているわけです

ものです。短い文章に設定するんです。わざわざ文

よね。

章化まで強調しています。それにも意味があるんで

何を言っているかというと，多分わかりませんで

す。短い文章でピシッと一つの意味を表現するって

しょう？わかる人は，『グラウンデッド・セオリー

いうのは非常に難しいことなんですね。それで，も

論』という私の一番新しい本（木下，2014）を読ま

う一つが，分析テーマって，質的データの分析をす

れてる人だと思うんですけれども，言いたいことは

るときに自分の関心テーマを先に設定していいんで

二つです。質的なデータの分析というのは，まず

すかっていう風に思われるかもしれません。そして，

データから離れなければ分析はできない，始められ

できた，それだけについて見ていけばいいことに

ない。最初の一歩，あるいは最初の半歩，離れると

なって，それってデータをまんべんなく見ることに

いうことをどういう方法によって，しなさいってい

はならないんじゃないですかって。よく自分の関心

う風に説明しているのか。だから切片化っていうの

の高いところだけをピックアップして選び出してい

は作業としてはやりやすい方法なんです。つまり，

くような分析になるんではないんですかって思われ

インタビューの意味の脈絡とは別次元でスタートし

たりすることもあります。けれども，ここでいう分

ていけるから。で，一旦離れた作業結果というのが

析テーマというのは，データ全体に対して，平たい

ラベルとしてたくさん出せるわけです。そうすると

表現で自分の関心を問いに設定していくと。ここは

二つ目は，たくさん出たものを，じゃあ今度は，ど

かなり，検討が必要であるし，経験も必要になる部

うまとめていったらいいかっていうそこの方法の話

分です。でも何を問題にするかっていうのは，実は

なわけです。そこになったときに，例えば，コー

実務に詳しい人であれば，そこでの問題意識に関し

ディング・パラダイムとか，ストラウス・コービン

ては一番健全な，外部の専門家よりも多分新鮮に捉

でいうと条件マトリックス，これは，同心円的に，

えているんじゃないか。

個人から社会とか世界とかっていう風に範囲を広げ

さっきのお二人の研究でも，先生たちとか，でも

ていくものをまとめていったらいいとかっていう。

自分も先生だったわけだし，中井さんの場合には同

いろんなアイデアを出してくれているわけなんです。

じ学校で働いている先生たち。あの人たちの世界で，

そうした方法での質的なデータの分析っていうの

問題意識を見出していますから。そういう意味では，

は，今はもうダメだと思っています，僕は。なんで

明らかにしようとすること，問いとして設定しよう

ダメかっていうと，その作業をしている研究者って

としていること自体はむしろ現場の問題意識を健全

じゃあその時どこに立ち位置があるのか。もっと自

に反映させられるところからスタートできていると。

分が，語られた人の世界にできるだけ自分自身をコ

そういう研究テーマの設定は，私は望ましいことだ

ミットさせる。その視点でもって語られた意味を，

と考えます。専門家や先行研究だけから研究を構想

インタビューの意味を考えなければ，分析にならな

するというのは，多分質的研究とは違う別の研究の
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の検討っていうのは深くなっていきます。

方法が適している場合のように思います。
もう一つは，分析焦点者。分析焦点者っていうの

つまり，データの解釈っていうのは，人間理解の

は，インタビューに協力してくれている A さん B さ

勝負です。どんな具体的な問題をテーマにするにし

んとかではなくて，研究計画上，自分の設定した分

ても。自分が研究対象として協力してもらっている

析テーマに対応して，カタールの大学の日本クラブ

人たち，その人たちの経験をどこまで自分が理解し

に参加している学生とか。日本語学校の再履修に

ていけるかという，そこの勝負で，その時に，実践

なった学生とか。そういう風に計画上，集団として

に近ければ近いほど有利かというと必ずしもそうで

設定するわけです。で，集団として設定しないと，

もないと思ってる。実務に近いっていうことは，研

結果がどこまで一般的に応用可能かという問題に絡

究上，今言った分析焦点者の視点を重視しないと距

んできますから，そこは全く個々人のレベルよりは

離が逆に近すぎてしまう。自分自身の考え方ってい

一旦抽象度をあげたところに分析焦点者を設定する

うものを一旦こう，反芻するっていうか，自分の中

んです。それゆえに，実践に使いやすい理論の形に

でもう一回距離を置くっていうこと。研究している

もまとめていきやすい。抽象度のレベル設定によっ

自分自身と，実践者である自分自身をきちんと分け

て結果とその先，実践まで繋がっていきます。そう

てデータを見れるかっていう風に考えると分かりや

いう意味があります。

すいと思います。そうするために，分析テーマと分

もう一つは，分析焦点者の視点を意識するという

析焦点者は非常に有効なんです。こういう説明をい

ことは，データを見る時に，自分がそのデータをた

つ も し て る ん で す 。 そ う す る と ，「 あ ， そ う だ

だ見るだけじゃないわけですよね。そこには語った

な」って多分聞いた人はみんな思うんですけれども，

人たちの集合，つまり A さんという人のインタ

実際に，研究の内容でみていくと，やっぱりなんか

ビューを読む時にも，A さんのインタビューを読む

物足りないものを感じるわけです。それは頭ではわ

んではなくて，分析焦点者として，つまり再履修に

かってても，分析焦点者という，自分の視点とは違

なった学生たちという，その視点を入れてみている

うもう一つの視点に本当に徹して，意味を考えてい

からです。だから，この意味というのは A さんに

るかどうかという。わかりやすい分だけ意識がスッ

とってはどういう意味であるか，再履修者っていう

と弱くなったりするようなことかなと思います。だ

人に比べたらどういう意味で理解すべきかっていう

からこういう分析作業っていうのは始めたら，終わ

ことを，いつも自分の作業として通していくわけで

るまではかなりねちっこい検討作業を延々としきっ

す。データと自分が直接の関係になってデータの意

たほうがいいんですね。圧力がちょっと抜けたりす

味を考えるっていうことは非常に難しいことなんで，

ると，また軌道がずれてしまうような感じです。

その難しさとはさっき言ったデータと自分の関係が

コーディングの方法ということでみていくと，ま

どうしても維持できなくなってしまうということで

あ仕掛けというか，勉強だけで理解しようとすると，

す。自分が研究者になりすぎてしまう危険があるっ

そこの枠組みの中にスッと吸い込まれやすいですけ

ていったらいいでしょうか。だけどその時に，いま

ど，比較してみていくと，いろいろな解釈を促進で

言った分析焦点者という視点を入れてみていくと，

きるようなことを提案してくれているという，途中

絶えず，自分がどう考えるかということと，この人

の道具立てなんです。

たちにとってどういう意味があるかっていうことを

それに対して，M-GTA は，途中はそういう道具

考えなければいけない。そうすると，自然と，意味

立て・解釈を促進してくれるようなことは何にもな
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いんです。ただ分析テーマと分析焦点者だけなんで

を示す考え方です。で，どこで終了したらいいのか

す。それによって，分析が切片化もしない形でどう

の判断が理論的飽和化。一応言葉として覚えておい

やってデータから結論まで至れるか。そこはどんな

てください。

場合でも，分析を制御する必要性っていうのがある

ここから，今日の一つのポイントにしたいと思っ

わけです。全くオープンっていうのは無理だと。そ

てることなんですけれど，先ほど，質的データの分

れで，制御するところで M-GTA に置いているのは，

析っていうのは，まずデータから一歩離れなければ

分析テーマなんです。言ってみれば，スタートライ

始まらないという，そこの離れがたさ，離れるのが

ンでゴールの課題を問いとして最初に設定するわけ

難しいという話をしましたけれども，質的データの

です。

分析とは，意味を読み取るということです。それ以

したがって，そのゴールに到達できるところまで

外は基本的にはないと思うんです。意味ってまあ，

は分析テーマと分析焦点者っていう二つの点だけに

データっていう具体的な話の内容として，いろんな

集中して，意味を考えていきなさいと。途中で分析

ことが語られているわけですよね。そこから，意味

促進用にこの道具を使えば，ぽんっと一段進めま

を取るっていうのを，作業の形でイメージしたのは，

すっていう，そういう仕組みは質的研究としては面

一つはこの方法です。

白くないと思います。本当に結果として，自分に

大文字の「I」は，データの中の Indicator，ある

とって意味のあるなにかが新しく分かって，なおか

意味を指示する箇所を示している。分析テーマと分

つそれが人に伝えたいことでもある。そこまでの作

析焦点者の 2 つの視点からデータを見ていったとき

業をするとしたら，やはり，自分自身に対しての負

に，自分がデータのある箇所に着目するところから

荷は，かけるところはかけないといけないんです。

始まります。
例えば，自分が設定したテーマに関係がありそう

それで，その上での分析全体をどう制御していける

だっていう風に，自分が気がついたところを一つの

かっていう方法を考えたわけです。
もともとグラウンデッド・セオリーの特徴的な用

具体例として，そのことを説明できるような概念，

語というと，継続的比較分析と理論的サンプリング

要するに抽象度をあげたところに概念を考える。た

と理論的飽和というものです。「比較」なんです。

だこれは，一つのデータ，着目点で，それだけを説

比較というからには，何と何を比較するのか，って

明する概念を考えても同じレベルの話なので，意味

いう問題があります。継続的っていうのは，どのよ

がないわけです。概念化するというのは，意味を効

うに比較していくのか。どこまでやったらいいか。

率よく表して，実際の現象の，ある一定の多様さを

まあ単純にいうと，ポイントはそこになります。そ

一つの見方に立つことによって説明できる，捉えら

れで，比較の材料，ここが最初の作業で難しいんで

れる，そういう作業だと考えてください。そうする

すけれど，ここから入ります。比較の材料は自分自

と，模式的な説明ですけど，一つ，具体例としてそ

身が見出す，作るということです。これが，切片化

れを説明できる概念を考えながら，その時に自分が

のアプローチと一番違う点です。

考える概念っていうのは，この一つのことだけじゃ

継続的ってどのように比較の作業を進めていくか，

なくて，それ以外にもデータの中で類似して，ある

何と何を比較していったら，データのどういう内容

であろう，他の一定の多様なことも説明できるよう

のものを今度は見ていったらいいのかということが，

な概念として考えるということです。
だから，1 をもって，10 を説明できるような概念

理論的サンプリングという，データに向かう方向性
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を最初から考えましょうという話なんです。当然，

うやったら，きちっと評価してもらえるかっていう

最初は大変なんです。でも自分が何をしようとして

のが出てきますよね。これも当然考える。この図 1

いるのかということは非常にわかりやすいと思うん

が一つの解釈っていうことの作業イメージです。

です。ただ，意味だけって考えると，漠然とした気

M-GTA はそれをもっと具体的に「分析ワーク

になりますけれども，作業として，具体的な内容を

シート」というフォーマットを使って行います。概

一定程度効率よく説明できるような概念を作るのが

念名，定義，具体例，データのバリエーション，理

解釈のポイントであるっていう，そのことは，さら

論的メモを書いていく。一つの概念ごとに，こうい

に最終的にはゴールという風に表現しましたけれど

うフォーマットを立てて作っていくわけです。
簡単に言いますと，データでさっき着目した，I

も，自分が最終，結論を得たいこととの関係が必ず

の①がありますよね。最初に着目した箇所っていう

何かあるはずなんです。
最初のころは，自分でもどういう考えかっていう

のは，具体例の中のここに書き入れていきます。そ

のはわかりません。だけど，「かもしれない」とい

れで，それをどういう意味で自分は解釈したかとい

うところからはじめていく。それでどうして大丈夫

うことを短い文章で定義欄に書きます。短い文章で

かっていうと，この作業を進めていくと，先ほど

書けば，意味は確実に担保できます。さらにそれを

言った，比較分析をいろんなレベルで同時的に行っ

凝縮したものとして概念名を考えます。概念名だけ

ています。「比較」というのは，類似しているもの

だと，その時に自分がどういう意味で解釈したかっ

だけじゃなくて，それと反対の場合。対極の場合と

ていうことを忘れたりします。実際，作業をしなが

いうことも常にチェックしていくわけです。だから

らそうじゃない他の場合も考えられるとか他の例で

比較によって，自分の考えた解釈が成り立ちそうな

はどういう場合があるかとかっていう，あるいは，

のか，あるいはそうでもないのか，データでサポー

先ほどの中井さんの例で言うと，自分の場合にはこ

トされる概念がどのくらいあるのかということが作

うだったよね，とかっていう，この一つの概念を考

業として段々わかりますから，そうすると，この見

えていく上で，自分の思考，解釈の考えをここに，

方ではこの概念は成り立ちにくいだろうな，とか，

細かく理論的メモ欄に記入していきます。できるだ

あるいは，これは大丈夫，いけそうだな，という風

け疑問形で。先ほどの概念化の作業っていうのはこ

に判断されていく。この解釈の方法では判断の適切

のフォーマットを使ってやっていく。

さを保証するような外在的なものは，何にもない。

したがって，データを見ていって，具体例が一定

適切かどうかということは，自分が判断する。自分

程度，ここに出てくればデータの確認はされたと解

しか，ある意味，判断できない作業であると。

釈としてここで，自分の考えた概念が成立するであ
ろうと判断する。だから，データそのものはここで

じゃあ，そういうものとしての結果の適切さはど

その根拠となる部分が，記録されていく。これは一
つの概念の作業イメージですね。ここで言っている
概念っていうのは分析の最小単位なんです。そこか
らまた今度は，全体をまとめていくための作業をや
る。で，それを表したのがこの図 2 です。
4 つのレベルに分けています。「生データ」と「概
念生成」と「カテゴリー生成」と，あとは「明らか
図 1．質的研究法の多くに通ずる概念生成のモデル
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図 2．M-GTA

分析のまとめ方

にしつつあるプロセス」です。概念生成っていうの

たです。そういうことも踏まえて，結局，何が進ん

は，下の二つです。生データと概念生成。矢印が上

できたのかという風に考えた時，質的研究っていう

に行ったり下に行ったりしている。データと，密着

ものを質的データの分析方法として考えるように

な関連での比較，確認作業をずっと通してやってい

なったと言えます。まあ大きくはこの流れなんだと

くということです。

思うんです。でも，それだけでない何かがあるとし

横に行けば，オープン化の形になります。横に向

たらば，それは何なのかと。M-GTA は質的データ

かうということは可能性を広げて検討していくとい

の分析方法ではありますけれども，質的データの分

うことになります。それに対して，今度は比較から

析方法だけではないという風に考えています。じゃ

まとまりを作って，全体としての統合を図っていき

あ，どこに違いが出てくるか。それは，結果に対し

ます。上にいくと，収斂化になります。ですから，

てです。データを分析したら質的データであっても，

データから概念を作って，概念の比較検討から，ま

それは研究結果になるかというと，まあそういう立

とまりのあるカテゴリーを作っていく。カテゴリー

場もあると思いますけど，M-GTA は敢えてそうで

によって構成される最終的な結果のイメージにまと

はないという，ただデータを分析したらいいんでな

めていくということで，横に検討して開いていきな

くて，自分が設定した問い，つまり分析テーマに対

がら，比較から縦のまとまりを作りながら，抽象度

応する結論が得られるかどうか，得られるところま

を上げていく。最終的にひとつのまとまりまでやっ

で分析するということは，この方法がしなくてはい

ていくわけで，継続的比較によりこの分析全体を行

けないことであると考えます。
普通は，研究だからデータがあって分析したら結

う。
最近，質的研究はもう定着して一般的なものに

果になって，論文書いて終わりです。しかし，そう

なっているので，質的研究をはなから否定するよう

ではなく，分析は何のためにするか，データって分

な立場っていうのは，多分ほとんどなくなってきて

析するのが主目的ではないです。それがもう一つの

いると思いますけど，まあ 20 年前は，それとは対

目的のため，それは自分が設定した問いに対して，

極の世界で，査読対象として受理してもらえるどう

結論を明確に得られるところまでであるということ

かかみたいなことが，いろんな雑誌で珍しくなかっ

なんです。それが理論にこだわる意味のはずなんで
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す。でも，その旗をおろしてしまうと，全体が別物

なっていう風に実務の人は評価しやすいものでもあ

にも変わってしまいかねないぐらいの問題で，だか

ると。これが，看護領域のように，学問的な自立性

ら結果が形として求められているんだと。これって，

の確立という大きな課題を抱えていた時に，GTA

ある意味当たり前なんです。なぜかっていうと，質

に対しての一つの大きな期待だったわけです。だか

的データで，GTA の場合にはデータの収集に対し

らそれは，実践を理論化するというところの一つの

て，ものすごく柔軟な立場を取っているわけです。

位置付けです。ですが，今はそれだけでは半分だと

データ収集してから，分析が始まりますけれども，

いう風に私は思っています。「実践の理論化」は，

質的データっていうのは，作業の途中で必要な問い，

まあいいですよね。これまではそれでよかったと思

確かめないといけない事柄が出てきたらならば，そ

いますけれども，ここまで質的研究法が進んできた

れはデータに立ち返って，あるいは，新たにデータ

ということは，逆に今度は，理論としてまとめられ

を探して，確かめながら，進めなさいという話です。

たもの，あるいはモデルとしてまとめられたものが

データの収集は調査の初日に始まり，最終日まで

果たして適切かどうか，役にたつかどうか，という

続くっていうことです。で，インタビューデータだ

実践。つまり研究によって導かれた理論を，実践に

けじゃなくて，例えば，体験談のようにすでに発表

試していくという，「理論の実践化」というもう一

されているものでもいいし，新聞記事でもいいし，

つの大きな課題が射程に入ってきているのではない

その時自分が確認しなければいけない問いに対して

かということを考えています。

は，関連するものは，全てデータとする立場です。

その二つを含めて，研究と理論と実践ということ

なぜそういう確かめが必要かっていうと，一つの理

を考えれば，これは一つの「運動」のようなものだ

論っていいますか，最終的にまとめようとしたらな

と思うんです。社会運動って言いますか，このこと

らば，その途中で，必要な疑問が出てきたら確かめ

は，研究って一体誰が何のためにするのか，研究す

るのは当然なわけです。

る人の業績作りだけでは到底ないわけでして，やっ
ぱりもう一回実践っていうか，現実の場面に戻って，

そういう進め方が一番適しているのは，実は質的
研究法と言われているんですね。これがそもそもの

そこで試されていくという，そこで改良されていく

GTA の大きな特徴だったわけです。まずはこれだ

という，つまり当初立てた問題に対して，改良され

けで終わります。

ていくっていうことは，段々と対応力も増していく

実践と研究の関係の話。当初，GTA っていうの

ということなんだと。そのプロセスに研究者と実践

はアメリカ看護界，それから日本でも看護界，世界

者が関わっていくという，終わりのないプロセスな

的にも看護領域が先導したんですけれども，日常的

んですけれども，やはりその研究のあり方としては，

に自分たちが行っていることの中には，まだ自分た

一つのこういう方法が提起できることではないかな

ちもきちっと確認できていない，しかし実践上，素

という風に思います。

晴らしい部分っていうのはあるはずなんだと。それ
がやっぱり個人の経験として留まってしまっている。

■牛窪：木下先生，ありがとうございました。すみ

共有できない。可視化できない。それを明らかにし

ません，一聴衆として聞き入ってしまって，全く時

ていこうという，こういう大きな期待があったと思

間の管理を忘れていたんですが，これから休憩を挟

います。だからそうやって発表されたものは，実際

んでしまうともう時間がなくなってしまって勿体な

そういう風にまとめて提示されると，確かにそうだ

いので，このまま最終的な質疑応答に移りたいと思
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います。すみませんが，登壇者の方は前の机・椅子

た人の経験とか感覚をっていうのがすごく大事だっ

のところに座っていただいて，質問のある方はもう

ていうこともすごく共感したんですけども，やはり

アンケート用紙を回収するのではなくて直接，挙手

論文を評価される立場になったときに，そんな感覚

をしていただいて，聞きたいことを出していただけ

的なことでいいのかっていうのを，すごく，経験と

ればと思います。

か感覚の話はいいみたいなことを言われたことが
あって，その辺も，どういう立ち位置で見ていった
らいいのか，それとも私の説明力がやっぱり足りな

3．会場質疑応答

いという問題なのか，その辺を伺いたいと思いまし

■牛窪：では，かなりの情報量だったと思いますの

た。

で，感想，あるいは自分はこう考えている，あるい

■牛窪：ありがとうございます。いかがでしょうか。

は実際に自分が分析していてここが分からないとい

■木下：まあよくある質問ですよね。で，一つは数

うことでも結構ですので，会場の方から出していた

の問題で，じゃあみなさんが院生とかの立場で評価

だければと思います。いかがでしょうか。

される側っていうのは非常にこう，窮屈というか，

■（会場）：すみません，興味深いお話をありがと

自由度の厳しいセッティング・状況なんだっていう

うございました。私もすごく聞き入ってしまって，

ことがあるんですけども，そこを置いといて。なぜ

ちょっとうまく質問がまとめられるかわからないん

数の問題が提起されるのか。20 人で少なければ，

ですけれども。私も博士論文の方で M-GTA の方を

50 人必要なのか。100 人ならいいのか。それは個人

使わせていただきました。それで，ちょっと基本的

の経験に偏ってしまうと，そこから理解された内容

な質問かもしれないんですけれども，個人的に分析

もまた偏っているのではないか。一般化とかサンプ

を進めながら，途中で「ん？」と思ってたことが一

リングの代表性みたいな話の立場からすると素朴に

点と，それからあと，その論文に対しての評価で聞

疑問になることです。
数の問題に関して，数の問題で答えることは基本

かれたことで一点ちょっと思うことがあるので，伺

的にはできないです。あとはだから，このくらい，

わせていただきます。
分析を進める過程で，M-GTA は GTA ほど対象者

みたいななんとなく了解可能な話で，3 は少ないか

の数がそんなに確保されなくてもいいということも

もしれないけど 20 あればね，みたいな。でも，そ

一点あると思うんですが，例えば 20 名弱の数から

れって根拠はないわけです。判断で。どの視点で考

スタートしても，だんだんその分析を進める上で分

えたらいいかというと，まずは，分析テーマで自分

かれていって，だんだんその一つひとつのデータの

の設定した課題がどのくらい取り組むに値する，価

数が少なくなっていってしまう場合に，例えば，

値あるテーマなのかと。そこからまず位置付けるの

さっきの中井さんの教室編のほうでもデータの数が，

が一番自然だと思います。だから先行研究が必要な

学生が 3，教師が 5 っていう数があったんですけど，

わけです。それで，そのテーマに対して取り組むに

この辺のこういう10 以下とか5 以下の数でも，ちゃ

あたって，じゃあ量でいうと数量的なアプローチで

んとそれを分析として，対象の数として，その数で，

すよね。数量的なアプローチで，どういう結果がな

概念とかを作ってしまっていいのかっていう点と，

されているのかとか，どういう研究が可能かどうか

それからですね，M-GTA のこの私のとても惹かれ

という風に考える。そのうえで，数量的なアプロー

たところにこの感覚的理解の重要性とか，研究をし

チでは十分に理解されそうもない，つまり，質的な
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アプローチのほうが適しているんではないかという，

とまりにまで到達できたという風に判断しているの

そこが一つの切り替え，ロジックが必要ですよね。

であれば，そのように書けばいいと思います。

その時に，じゃあ質的アプローチがいいっていうこ

さらに，自分なりには一つのまとまりというとこ

とは，どういうことなのかというと，個人の経験を

ろまで分析できたという風に判断している。そのこ

詳細に聞き取れるっていうことなんだと思うんです。

とが，はたして適切かどうかという判断が必要だと

私の表現だと，質的データっていうのは，ディテー

考えると，その判断をしてもらう，一番の方法とい

ルが豊富で多様で複雑な人間の経験です。我々がイ

うのは，自分の分析結果をその領域，その内容に詳

ンタビュー調査をする時に，先ほど言ったように，

しい人に評価してもらうと。しまいには実践で使っ

どういう研究テーマであれ，やはりその人たちの経

てもらうということです。つまり，この方法だと一

験っていうのは，それなりに複雑なはずなんですよ

つのまとまりまで理論的飽和化の判断ができるとこ

ね。それなりに問題にも直面してるはずなんです。

ろまでいったとしても，でもそれが完成しているわ

だから研究テーマになってるっていう風に思います

けじゃないんです。そうじゃなくて，そのことは，

けれども，そういう，単に経験の中身で考えた時に，

一つの羅針盤のような意味を持つ可能性があると。

個人の人数に換算できる性格のものではないという。

それはどのくらい有効かどうかということは，今度

20 人聞けてもちゃんと聞けてなければ，3 人ちゃん

は研究方法とか分析方法ではなくて，その結果の内

と聞けた方のデータの方が望ましいという。そこも，

容に関して評価してもらいたい。そのうえで，まだ

ちゃんと説明しないといけないんですけれども，つ

20 人でよくて 3 人で足りないっていう話なんでした

まり質的なアプローチで質的なデータであって，な

らば，それはいっぺん，振り出しにというかね。考

ぜ質的なデータで，どういうデータをそこで求めた

え方としてやっぱり積み上げていかないと，いきな

いかというところまでまず，いって，そこから 3 人

りその数の問題の質問に対して，直に応えようとし

か 20 人かっていう話になるかと思うんですけれど

ても難しいんですよね。その適切さの判断自体が自

も，問題によってはそんなにたくさんに協力者が得

分でするしかないっていう風に，最初からなってい

られない場合もあります。詳しいデータが聞けたと

るんで，それはその通りなんです。
それと二つ目の質問。感覚的なものっていうと，

しても，たくさん聞ければいいということでもない

今までの分析ではやっぱりノイズなんですよ。邪魔

んです。
意味を解釈するというのは決して度数に，数字に

なもの，不純なものだから，そういうのは退けたう

換算出来ないアプローチなわけですよね。ただ，了

えで，研究者が分析することのほうが確かな内容に

解可能な方法は考えなきゃいけないんで，例えば極

近づけるということなんですけど，複雑な人間の経

端に数が少ない時には，現実問題としての協力者の

験を，意味として理解していこうという作業をする

確保の問題だとか，あるいは一人ひとりのデータの

時に，自分自身が自分の理解，自分の解釈結果に対

内容の豊富さを強調することになると思うんです。

して，それなりの手ごたえが得られなくて，どうし

そのうえで，M-GTA は，方法論的限界っていう考

てこんな分析ができるんでしょうっていう問題なん

えを入れて，今回の自分のこの分析は，この人数の

ですよね。だから，自分自身が，さっき人間的な意

人たちのデータを対象にして行ったものであるとい

味で，口頭で言いましたけれども，分析的には自分

う風に，データそのものを，最初に提示しちゃう。

の解釈の考えに投入すること，自分がコミットする

それによって，分析した結果，自分なりに一つのま

ことによって，自分が納得出来ることというのは，
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たぶん他の人にも説明できるはずなんですよね。逆

ういう場合，対処がなかなか難しいと思うんです。

に考えて，感情とか感覚的な理解っていうものを排

どうしても質的でそう言われてしまうから。最初か

除したとしたら，その時の研究者って一体どういう

らこの人たちはそういう風に思ってるんだっていう

人間・存在かっていうと，こうなったらもうパソコ

ように思わざるをえないことが多々あるような気が

ンソフトを使って，いろいろこう，言葉でもって，

します。もう一つは，それが事実である場合です。

安全性をこう見てもらったりとか，集めてもらった

実は私，M-GTA をやりたいという相談を受けた時

りとかっていうことをすればいいわけで。だから，

に，「なんか先生たちからこうやって言われたんで

つまり人間理解の証拠っていうことなんですよ。ど

すよ，どうせ主観的なんだろって。ひどいですよね，

こまで深く，協力してくれた人たちを理解できるか

最初から決めつけて」っていうんです。でも，「い

と。自分が理解できたことっていうのは，自分の中

や，私が見ても主観的だと思うよ」ということがあ

で，記述で活きますからね，書く力になる。人を説

りました。実際に主観的であって，感情的な場合も

得する力にもつながっていくという。そういう芋づ

あるんです。だからそこは今一度，先ほど木下先生

るのような一連のものであって，どこかを断面で

がおっしゃったように，きちんと手順を踏んで分析

パッと切られて，ここでいいのって言われると困っ

を進める必要があります，その上で，自分はちゃん

ちゃうわけですよね。でも，質問はもっともでもあ

とやっているんだ，冷静に分析してるんだっていう

るわけで，多くの場合。そうするとそれに答えるっ

ことを担保できたらば，相手に腹を立ててもいいか

ていうことが自分の考え方をちゃんと整理すること

なと思っています。

にもなるっていう風に考えていかれるといいと思い

というのは，私の，先ほどのお話のところでも

ますし，最近，審査のところでもだいたい，その審

ちょっと補足に関わるんですけれど，M-GTA を選

査の相手方の方でもう，いくつかのパターンを読め

んだ理由で「一人でできそうだから」選びましたと

るぐらいにはもう定着してきてる気がします。みな

言いましたけど，実際には一人ではできないと思っ

さんがどう見ているかわかりませんが。

ています。なぜかというと，一人でやってしまうと
主観に偏ってしまうっていうところがあるからです。
M-GTA の分析を続けることは，非常にねちっこく

4．まとめ

て辛い作業だと木下先生がおっしゃったんですけれ

■牛窪：では，時間を少し超過しておりますので，

ども，それを続けるためには，分析テーマに対する

最後に根本さん，中井さんからも一言ずつ何かコメ

思いが強くないと続けられないと思っています。た

ントをいただければと思います。先ほどの質問に対

だ，その思いが強すぎると，自分の思い込みで，自

してでもいいですし，会の全体のことでも，補足が

分のやりたいようにコントロールしてしまうおそれ

あれはそれでも構いません。お願いします。

があります。結果はこうであるはずだ，だからこう

■根本：はい，ありがとうございます。先ほどの質

なるはずだ，こうなるべきだ，ということになって

問っていうのは，今の二つ目の，感覚的なことでい

しまうというところが，結局その感覚的なことにつ

いのかっていうことですね。私も言われてはいたん

ながってしまいかねないと思います。やはりその辺

ですけれども，実はそれって，二つあると思ってい

りのコントロールというものは，きちんとすべきで

ます。一つは，実際に質問する側が最初から質的研

す。それが必要だからこそ，一人で最初から最後ま

究はそんなものだろうと思っているという場合。そ

で全部を完成というわけにはいかないだろうなとい
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う風に常々思っています。ですので，ちゃんと自分

■牛窪：ありがとうございます。企画者として，最

自身振り返りながら，分析を続けていく必要がある

後の木下先生のスライドで出ていた，「理論の実践

と思います。以上です。

化」という言葉に非常に強く惹かれました。実践研

■中井：すいません。私，余計なことを話しすぎて

究というのは，実はこの学会の一つのテーマでもあ

一番言いたいことを結局言えず，しかも時間を多く

るんですけれども，実践研究とは何かというテーマ

取っちゃって本当に申し訳ありませんでした。今，

の本を以前，学会の委員を中心としながら作った時

ご質問があったようなことと，さっきの補足をした

に，実践研究というのは一つの「運動」なのではな

いと思うんですけども，対象者の数のことっていう

いか，という文言にたどり着いた，ということがあ

のはもうまさに自然科学でやられている客観化の枠

りました。その文言を，先ほどまさに木下先生が

組みの一つであって，私はそもそも，こういう経験

おっしゃったので，私は，聞きながら鳥肌が立ちま

を理解する研究は構築主義的なものとして考えてい

した。今後，研究者として理論を作る，そしてその

ます。じゃあ，それにどういう風に反論していけば

作った理論を現場でどのように試していくか，それ

いいかっていうことなんですけど，やはり調査とか

によってまた理論を改善していくというのは，おそ

分析，ここでやるようなものっていうのは聞く側と

らく日本語教育だけではなくて，関連するいろいろ

聞かれる側，特に経験についての調査っていうのは，

な分野で進めていかなければならないことだと思い

そこにある物語を築き上げていくということはさっ

ます。本日は，休憩全くなしに 2 時間半，皆さんに

き申し上げたことなんですけれども，間主観性を

は，座りっぱなしで大変申し訳なかったんですけれ

作っていくっていう形ですかね，強引にいうと。

ども，非常に濃厚なお話が聞けたのではないかと思

ですから，その過程では自己開示も必要だし，自

います。ご来場くださった皆様，ありがとうござい

分と他者との関係をもう一度見直すっていうか，自

ました。改めて，登壇者の方々に拍手をお願いいた

分の中の内省，他者との関係との内省っていうのが

します。

必ず起こってくる。それで，それを研究としてまと
められるのが M-GTA，まあ他の研究方法でもそう
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