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ピア・リーディングにおける知識の相互行為的達成
クリティカル・リーディング力育成を目指した活動の会話分析
久次

優子*

（大阪大学大学院言語文化研究科）

概要
これまでピア・リーディングを含む様々なピア・ラーニング研究が行われているが，
その多くはピア・ラーニングによる教育的成果に焦点が当たっており，その教育的成
果を生む相互行為がどのようなやり方で構築されているのかという視点から研究され
たものは少ない。本研究は，会話分析の手法を用い，他者と協働してクリティカルな
読みを目指すピア・リーディングにおいて，学習者がどのように相互行為を構築し，
そこでどのような相互行為能力を用いているのか，さらに，ピア・リーディングによ
る教育的成果は相互行為上にどのように表れるのかを検証するものである。分析の結
果，学習者のうち片方が明確な意見を持たない，または両者が異なる意見を持つと考
えられる学習者間の相互行為において，学習者が知識状態の均衡を目指して相互行為
を構築する過程が観察された。また，その過程においてその意見が論理的に精緻化し
ていくという教育的成果が見えた。
Copyright © 2018 by Association for Language and Cultural Education
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1．背景と目的

constructionism）の学習観が背景にあり，その学習
観のもとでは，知識の生成は「他者と働きかけ合う

昨今，様々な教育場面で学習者の主体性や自律性

中での社会的かつ文化的なものである」（池田，舘

を重視した教育が行われている。日本語教育におい

岡，2007，p. 41）とされている。日本語教育の文脈

ても例外ではなく，
その一つの形態として，
ピア（仲

において，これまで多くのピア・ラーニング研究が

間）との協働の中で学習者が能動的に学んでいくこ

行われ，その教育的成果が明らかにされてきた。し

とを目指したピア・ラーニングが注目され，作文の

かし，その教育的成果を生み出す相互行為がどのよ

推敲における「ピア・レスポンス」
，読解活動での

うに行われ，そこでどのような相互行為能力が必要

「ピア・リーディング」など様々な教室活動が行わ

となるのかを明らかにする研究は少ない。本研究は，

れている。ピア・ラーニングは社会構築主義（social

会話分析（Conversation Analysis）の分析手法を用
い，実際の学習者間の相互行為をピア・ラーニング
における 1 つの相互行為のあり方として，詳細に観
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察する。そして，そこで学習者自身が，どのような

し否定的なコメントをするときの相手のフェイスを

相互行為能力を用い，どのように知識を構築してい

脅かすことへの配慮に言及している。ピア・ラーニ

くのかを記述することによって，ピア・ラーニング

ングの相互行為の方法に焦点をおき，微視的に見た

に必要な相互行為能力の一端を明らかにする。

研究には，吉（2017）や Ohta（2000，2001）があ
る。吉（2017）は前述の池田（1999），大島（2009）

分析するデータは，日本国内の某日本語学校の中
上級，上級の読解授業において教科書に用意された

の指摘を前提に，ピア・レスポンスにおいて読み手

クリティカル・リーディング力育成のためのタスク

がどのように書き手の作文の問題点を指摘するかを

をピアと検討しているところを録音したものであ

分析している。Ohta（2000）においては，文法に関

る。よって，ピア・ラーニングの中でも特にピア・

する学びについて，より言語能力の高い者の援助の

リーディングに焦点を当てる。

あり方を，Ohta（2001）は，ピアが困っているとき
やピアがエラーをしたときの援助のあり方を明らか

2．先行研究と本研究の研究課題

にしている。このような研究がなされているものの，
言語学習の教室という社会的な場において，どのよ

本章ではまず，2．1．で「ピア・ラーニング」の

うに学習者間の相互行為を成立させ，知識を構築し，

枠組みにおいて，さらに 2．2．で本研究の分析の対

学びが生まれるのか，その方法を微視的に捉えた研

象となる授業形態「ピア・リーディング」に絞って，

究はまだ少なく，さらなる研究が望まれる領域であ

本研究の位置づけを明らかにする。次の 2．3．では

る。

本研究の分析対象となっている実践の学習対象であ

2．2．ピア・リーディング

るクリティカル・リーディングについて概観し，ピ
ア・リーディングを通して学ぶことの意義を先行研
究をもとに示す。さらに，2．4．では，本研究の分

ピア・ラーニングの中でも特に読解のために行

析手法である「会話分析」について説明する。それ

われるものを「ピア・リーディング」と呼び，舘

らを踏まえ，最後に本研究の研究課題を提示する。

岡（2005）は「学習者同士が助け合いながら対話を
通して問題解決を行い，テキストを理解していく読

2．1．ピア・ラーニング

みの活動」と定義している。その具体的な方法とし
て，舘岡，池田（2007）は 2 種類の方法を提示して

日本語教育の文脈では，池田，舘岡（2007，p. 51）

いる。1 つはグループのメンバーがそれぞれ異なっ

が，ピア・ラーニングを「言葉を媒介として，学習

たテキストを読んで自分が得た情報を持ち寄るジグ

者が協力して学習課題を遂行」していく学びの方法

ソー・リーディングで，もう 1 つはメンバーが同一テ

であると定義している。そこでは「相互行為の管理

キストを読んで，そこから各自の読みの違いを検討

に関する交渉」
「言語形式と意味に関する交渉」「参

するプロセス・リーディングである。さらに，プロ

加の様相や参加者間の関係に関する交渉」が行われ

セス・リーディングについては，同一のテキストを

るとされているが（義永，2017），その具体的な交渉

いっしょに一文ずつ確認して，読みの全てを共有す

の方法を明らかにする研究は少ない。

るタイプと，同一テキストを各自が読んだ後に対話

ピア・ラーニングにおける研究の多くは，その教

をすることによって理解内容を共有し，各自の理解

育的成果を検証するものであるが，その中で相互行

の吟味や進化を目指すタイプとで区別している。本

為の方法にも触れているものとして池田（1999），大

研究の分析対象となるクリティカル・リーディング

島（2009）がある。両者とも相手の作文や意見に対

力育成を目指した活動は，授業でテキストの正確な
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読みを目指した活動を行ったあとに行われており，

いを立てながらテキストにアクセスできるようにな

各自が批判的な視点からテキストを再検討したもの

ることを目指している。そして，そのための第 1 歩

をピアとの対話によってさらに深めていくという活

として教科書の問いに答えて練習するという形がと

動である。上で示したプロセス・リーディングのう

られている（奥田，2013）。本研究が分析の対象とす

ち，後者に近いと考えられる。

る授業実践もこの教科書のコンセプトに沿い，テキ

本研究で分析の対象とする授業実践と授業の形態

ストや自身のテキストの読みに対して，複眼的，論

が共通する研究に，霍（2015）がある。霍（2015）

理的に検討し，表現できるようになることを目指し

は，自己，他の学習者，教師との対話を通してテキ

ている。そして，そのための活動のひとつとして教

ストを正確に理解し，批判的な読みの力を獲得する

科書の CR のための問いをピアと検討するという方

ことを目的とした授業について，学習者へのインタ

法をとっている。

ビューを行い，修正版グラウンデッド・セオリー・

CR を学習対象とした教室活動を 2．2．で述べた

アプローチを用いて分析している。そして，学習者

ピア・リーディングという形態で行うことに関して

自身がどのように学んだと捉えているのかを明らか

は，池田（1999），池田，舘岡（2007）がピア・レス

にしている。しかし，実際のピア・リーディング場

ポンスにおける批判的思考の活性化を指摘している

面の相互行為の分析は行われておらず，その実態は

ことに依拠する。CR の問いはひとつの問いに対し，

明らかにされていない。

論理的に妥当であればさまざまな回答が考えられる
ため，ピアとの対話により回答の幅が広がることが

2．3．クリティカル・リーディング

期待でき，テキストに対して，さらにそのテキスト
に対するピアの意見に対してというように，多層的
に検討していくことは，CR の定義にある「複眼的

次に，本研究で分析するデータにおいて，ピア・
リーディングの学習対象となっているクリティカ

な視点」の獲得にもつながるものと考える。

（以下 CR）に
ル・リーディング（critical reading）

2．4．会話分析

ついて述べる。大学や大学院など高等教育機関への
進学に向けて日本語学校で学ぶ学習者たちは，進学
後の学習を見据えアカデミックな日本語能力の獲得

本研究で分析の手法としている会話分析は，人が

を目指し日々励んでいる。門倉（2006）はそのよう

日常行う会話というものは，組織化された社会的に

な日本語力を育成するために必要な教育として言葉

秩序だった現象であるという前提のもと，「相互行

の教育だけではなく，主体的な学びを触発する教育

為の組織化された連鎖において発話の産出と解釈の

や，そのツールとなるような学習スキル教育の重要

基礎となる社会言語能力と暗黙のうちに行われる推

性も指摘している。そして，そのうち学習スキル教

論方法を明らかにする」（Hutchby & Wooffitt，2008，

育と言語の教育の両方の要素をもつ教育研究領域の

p. 12：筆者訳）社会学の研究領域のひとつとして始

1 つとして挙げているのが，CR である。

まった。会話分析では，もともと会話の場面や目的

本研究が分析の対象とする授業実践は，この CR

を制限しない相互行為を対象としていたが，その基

力の育成を目指した実践である。使用された『読む

本の会話分析が確立してきた分析の原則や方法，成

中上級』という読解教材では，CR を「テキス

果をそれぞれの関心領域のトピックや問題の研究に

トを読んで何が書かれているかを正確に理解したう

用いる応用会話分析（Kasper & Wagner，2014）も

えで，複眼的な視点から，その内容や構成を検討す

近年では多く見られ，第二言語使用者を対象とした

ること」と定義し，自分で自由にクリティカルな問

第二言語習得へのアプローチとしての会話分析（以

力

179

ピア・リーディングにおける知識の相互行為的達成

久次優子

・ その過程で学習者たちはどのような相互行為能

下 CA-SLA）もその 1 つである。会話分析において
言語は「現実の世界のなかで現実の利害関心のもと

力を使うのか

で現実の生活を営むための媒体である」（Schegloff，

・ ピア・リーディングによる教育的成果は相互行

Jefferson & Sacks，1977/2010，p. 230）と考えられ

為にどのように表れているか

る。そのような言語の獲得は，その営みを成り立た

本研究の分析対象となっている活動の目的は CR

せている社会への参加の仕方を学ぶことである。具

力育成であるため，ここでの教育的成果はピア・リー

体的には，相互行為という社会生活場面を構築する

ディングがいかに CR 力育成につながっているかを

ために人々が用いる他者の言葉や非言語行動を理解

示すことによって明らかにするものとする。

し，自らも他者が理解できるように言葉や非言語行

3．データと分析手法

動を産出する方法を行使できる能力を獲得すること
であると言える（岡田，2016）。会話分析では，そ

3．1．データ

のような能力を相互行為能力と呼び，CA-SLA にお
いてはその相互行為能力が，学習の条件でもあり，
対象でもあると考えられ，分析の焦点とされている

本研究が分析の対象とした CR 力育成を目指した

（Kasper & Wagner，2011）。会話分析において相互

活動は，日本国内の某日本語学校の上級・中上級の

行為能力は，参与者が実際に相互行為を成り立たせ

読解授業において行われたものである。読解授業は

ている方法をありのままに記述し，それを能力の実

週 2 日，1 日 2 コマ（50 分授業）を 2 人の担当教師

演として描き出す。本研究では実際に学習者たちが

によって引き継ぎをしながら行われた。うち 1 人が

どのようにピア・リーディングという学習を成り立

筆者であり，両者とも日本語母語話者で日本語教育

たせているのかを詳述することによって，データの

歴は 10 年を超える。学期ごとにメンバーの増減が

ピア・リーディングを可能にしている相互行為能力，

あったが，10 〜 20 名程度のクラスで，学習者のレ

つまり，そのピア・リーディングの条件となってい

ベルは日本語能力試験 N1，N2 を取得，もしくは取

る相互行為能力を明らかにする。

得を目指すレベルである。学習者の母語は，中国語，
韓国語，ベトナム語，インドネシア語など多岐にわ

2．5．研究課題

たる。『読む力

中上級』という読解教科書を使い，

5 コマで 1 課を終えるペースで進められ，1 学期間
これまでのピア・ラーニング研究は，その教育的

（15 週前後）で教科書の半分，6 課を終えた。CR の

成果のみに焦点が当たっているものが多く，ピア・

ための活動は各課のテキストを正確に理解する活動

ラーニングを成立させる条件となる能力とはどのよ

の後，課の最後の 1 コマ程度を使って行われた。CR

うな能力かという視点での研究は，ほとんどされて

のための活動をピア・リーディングという形で行う

こなかった。本研究では，ピア・ラーニングの中で

かどうかは，その課の担当者の判断による。

も特にピア・リーディングを取り上げ，その 1 例と

筆者が行った CR のための活動の流れは，テキス

して CR 力育成を目指したピア・リーディングの実

トの内容を正確に理解するためのタスクを行った

際の相互行為データを会話分析の手法で分析する。

後，まず，教科書に記載されている CR のための問

そして，ピア・リーディングに必要な相互行為能力

いの中から，1 〜 2 つを教師が選び，その問いの内

を検討するため，次の 3 点を研究課題とする。

容と関連するテキストの内容を再度確認する。その

・ 学習者たちはどのように協働により知識を構築

上で，教師が隣合わせて座る学習者を 2 〜 3 人のグ

していくのか

ループにしていき，その問いについて考えるように
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『言語文化教育研究』16（2018）

指示した。グループで検討後は，教師がグループご

いて，当該相互行為の他の参与者も分析と同様の理

とにどのようなことが話されたかを聞いていき，そ

解をしていることが示されることによって確保され

の内容をクラス全体で共有した。本研究が分析の対

る。次項では分析の道具立てとしての概念を説明す

象としているのは，その流れ中で 2 〜 3 人のグルー

る。

プで CR のための問いについて検討している場面で

3．2．1．修復

ある。データの収集は 2017 年 2 月末から 6 月にかけ
ての 2 学期間にわたる読解授業の中で，筆者が CR

「修復」は会話において発話の産出・聞き取り・理

を担当し，かつピア・リーディング活動を行った計

解にかかわる問題（トラブル源）が起こった時，そ

5 回の授業において，学習者の中から協力者を得て，

の問題に対処するために組織される連鎖のことであ

録音，または録画した。そして，その音声は分析の

る。そして，その中でも誤りや間違いがあって，そ

ため会話分析の手法（Jefferson, 2004）を用いて書き

れを正しいものに置き換える行為を「訂正」という
（Schegloff，Jefferson & Sacks，1977/2010）。

起こした。その際使用した文字化記号は付表の通り

修復連鎖が組織されるかどうかは，誤りや間違い

である。なお，
個人名についてはすべて仮名とする。
さらに，その中から，タスクの問いに対して，学習

の有無ではなく，参与者がそこに志向するかどうか

者のうち片方が明確な意見を持たない，または両者

によって決まる。また，修復を開始する者と修復を

が異なる意見を持つと考えられるものを選び，分析

Jefferson
行う者とは区別されているため（Schegloff，

の対象としている。ピア・ラーニングにおいては，

& Sacks，1977/2010），「他者による修復」と言って

学習者間の知識や認識のズレから意味交渉が起き，

も，
「他者による修復の開始」と「他者が実際に行う

学びが起きるとされており（義永，2017），今回は

修復」は分けて考える必要がある。

特にそのズレを前提とした意味交渉の過程を観察す

3．2．2．認識的スタンスと認識的ステータス

るためである。なお，分析したデータの学習者は出

Heritage（2012）は，
「ある知識領域に関する参与

身地域や国籍は異なるが，全員中国語母語話者であ

者間の相対的な知識量の認識」を認識的ステータス

る。

「話し手がターンデザイ
（epistemic status），さらに，

3．2．分析手法

ンにおいて，自分自身の認識的ステータスをどう位
置付けるか」を認識的スタンス（epistemic stance）

本研究は，CR 力育成を目指したピア・リーディ

と呼び，参与者間の相対的な知識状態の不均衡が，

ングにおける知識の構築のダイナミックなプロセス

連鎖を生み出す原動力になると主張している。

を微視的に観察し，知識構築のひとつのあり方とそ

例えば，質問という行為が行われるとき，質問者

こでの相互行為能力を明らかにするため，会話分析

は自分がある知識を持たない（あるいは，ある知識

の手法を用いる。

について確信を持たない）こと（K −），そして，同

会話分析の分析対象は相互行為である。会話分析

時に相手がその知識を持っていること（K ＋）を主

では，その相互行為を可能としている方法の実演を

張していることになる。つまり，質問者と応答者の

能力そのものとして，相互行為を達成する能力を内

あいだに K −／ K ＋という相対的地位（知識の勾配）

的視点から構造的に分析し記述する（岡田，2015a）。

が設定され，質問者が知識状態が変化したことを示

具体的には，発話の連鎖においてどのような行為が

す「Oh（あぁ）」（Heritage，1984）などの応答をす

どのような方法で行われているのかを記述していく

ることによって，知識は K ＋へとシフトする（ヘリ

が，その妥当性は分析したターンの次のターンにお

テッジ , 2008）。しかし，質問 ‐ 応答の隣接ペアが
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完結した後でも知識状態の差が埋まらなければ，後

内の携帯電話使用に関する意識調査を大学生を対象

続拡張が産出され知識状態が均衡したことが確認さ

に行ったところ，先行研究と異なる結果が出た。そ

れた時点で連鎖が止まり，新しいトピックへ移ると

の結果を根拠に，メディア環境の設計のために意識

されている（Heritage, 2012）。

調査を機動的に行うことの重要性を指摘するという

本研究で分析する教育実践においては，学習者は

ものである。分析するデータは，「1．筆者がこの調

テキストをクリティカルな視点で検討するための問

査を大学生を対象に行ったことは妥当だと思います

いについてピアと話し合い，その問いへの回答とし

か。それを判断するためには，何を調べればよいと

ての意見を構築する。よって，そこでの「知識」と

思いますか。」という問いを学習者間で検討している

は問いに対する妥当な意見，そして，その妥当な意

ものである。ただし，教師は，まずは，筆者がこの

見に至るための論理的な道筋を指す。ピアのうち，

調査を大学生を対象に行ったことは妥当だと思うか

ひとりが問いへの回答として，あるの意見を述べよ

どうか，また，それはなぜかということをピアと考

うとするとき，他のピアはそれがどのようなもので

えるよう指示している。「それを判断するためには，

あるかその時点では知りえないため，その意見に関

何を調べればよいと思いますか。」という部分に関し

してピア間には知識の勾配が生まれる。しかし，そ

ては，ピア・リーディングの後，妥当かどうかの意

の述べられている意見を理解したことを他のピアが

見をクラス全体に向けて述べたうえで，そこで検討

示した時点で知識が均衡したと考える。

することとし，ピア間で検討するようには指示して
いない。

4．分析

抜粋 1 はどちらが考えを述べるか交渉が行われた
あと，E が自分の考えを説明するところから始まる。

本研究の目的は，CR 力育成を目指したピア・ラー

なお，抜粋 1 はかなりの長さがあるため，抜粋 1-1

ニング活動において，知識がどのように構築される

〜抜粋 1-3 と 3 つに分けて分析する。この抜粋 1 で

のかを内的視点から記述し，そこで使われている相

は，
「筆者がこの調査を大学生を対象に行ったことは

互行為能力を特定することである。
ピア・リーディン

妥当か」という問いに対し，学習者 E が「妥当では

グをするために複数のタスクが行われているため，

ない」という意見を述べるが，なぜ「妥当ではない」

それぞれを順に見ていき，相互行為に共通点が見ら

のか，その意見の論理的側面をピアである学習者 K

れるかも検討する。なお，ここでの「タスク」は，

が理解するまで意味交渉が行われる場面である。こ

ピア・リーディングをするためのサブ活動を指して

こでは，その過程を会話分析の手法を使って追って

いる。

いくが，その中で E がさまざまな相互行為能力を行
使して説明し，K は論理的な溝を埋めるために何度

4．1．テキストの内容の妥当性を考えるタスクの相

も的確に修復の開始を行うことが見えてくる。そし

互行為

て，その過程が意見を論理的に精緻化させていき，
本論文のタイトルとなっている「知識の相互行為的

本節では『読む力中上級』第 8 課「メディアがも

達成」が可能となっている。

たらす環境変容に関する意識調査 ― 電車内の携

19，20 で E が意見を述べた後，22 で K が修復を開

帯電話使用を例にして」
（石川，2000）という論文

始してその理由を質問し，E が 23 から 26 でその質

の抄録についてのピア・リーディングを分析する。

問への回答を述べる。そして，K が 27 で「あ ::::::」

テキストの内容は次の通りである。メディアがもた

と知識状態の変化を示して，「質問−回答」という

らす環境変容に関する意識調査の 1 例として，電車

隣接ペアからなる連鎖が閉じられる。しかし，その
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連鎖の後続拡張が 28 から始まる。2．4．2．で述べ

う当該相互行為の参与者たちの認識を示していると

た通り，Heritage（2012）は話し手と聞き手の間の

いうことである。

情報が不均衡であると示された場合，それが原動力

E は 39 でさらに適当な理由を説明する意思を見

となり，その差を埋める方向に向かって連鎖が展開

せたうえで，それについて今考えているところであ

し，知識状態が均衡した時点で連鎖が閉じられると

るということを「う :: んたぶんう :::: ん」と示す。E

いう考え方を提示している。この抜粋の場合，28 で

の発話は，順番の移行に適切な場所に達していない

E がターンを取り，後続拡張の連鎖を始めているこ

ようにも見えるが，ここで K がターンを取り，39 へ

とから，E が K の知識状態と比べて依然として優位

の修復が開始される。E は 39 で言いよどみ，自身の

にあると考えていることが分かる。

意見を展開することができなかったが，K の 40 の修

28，29 は E が 30 から述べる説明の背景知識を共

復開始の質問に答えることによって，42 以降でさら

有しているかを確認するための先行連鎖である。こ

に自身の意見を展開することが可能となっている。

の確認により，E は「大学に行ったことのある K」，

42 の E の「一般的な人」という返答は，43 で K に

つまり「大学」というものをよく知っている K に向

よって修復が開始され，E がそれに答えていくこと

けた発話をデザインすることを可能にしている。30

によって，さらに精緻化されていく。

からは 26 で「簡単」と主張した根拠を説明するが，

まず，K は 43 で「º 一般 [ 的？ º」と E の発話を

それに対し，36 で K は「そ : ね :」と同調を示し，37

くり返すことで修復を開始している。しかし，44 で

で E は「でしょ ?」とさらにその同調を強め，連鎖

E が修復を行っている途中で，また，それを「サラ

を閉じる。

リーマンとか ?」と，その属性を例示して質問し直し

しかし，ここでも E の説明は終わらず，次の抜粋

ている。K が割り込んではいるが，隣接ペアによる

1-2 に続く。つまり，CR のための「筆者がこの調査

会話の規範から考えても，K によるその修復が適切

を大学生を対象に行ったことは妥当か」という問い

で，E が選好される応答，つまり同意ができるので

に対して，まだ知識状態の差が埋まっていないとい

あれば E は応答するだろう。しかし，E はそれに反
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応することなく説明を続けているということは，45

般的」という語彙のラベリングができないために為

に対して同意を示す応答は選択されなかったという

されたものともとれる。しかし，E は「一般的」な

46 以降で述べられているような，
ことである。E は，

人を調査するということがどういうことなのか論理

単に調査対象を特定するだけでなく，
なぜ「大学生」

的な理解に問題があったと捉えている。それは，44

ではなく「一般的な人」に調査をする必要があるの

以降の E の説明から分かる。44 から 50 では，語彙

かという読解テキストの内容を根拠とした論理的な

のラベリングに問題があったのか，論理的な理解に

理解の共有を志向していたと考えられる。

問題があったのかを確認することもなく，
「一般的な

また，ここで興味深いのは，43 の「º 一般 [ 的？ º」

人」がどういった人を指すのかを読解テキストの内

という K の修復の開始を E がどう捉えたかである。

容を振り返りつつ論理的に説明している。このこと

43 の修復の開始は，第二言語話者である K が「一

も，2 人があくまでも教師から指示された CR のた
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めの問いの枠組みの中で話を進めているということ

予測されることを述べている。そうすることで，実

の表れである。

際に発話する前に次の部分を具体的に予測できるほ
どに良く理解していることを示している（高木他，

52 では「まわりの？」と再度 K により修復が開始
されるが，
誰に調査をするのかという 43 と同一のこ

2016）。98 の K の発話に，E も「かもしれないかも

とが問題源となっていると捉えられ，ここでも，や

しれない」と強く同調を示しつつ，102 で「または」

はり E はその論理面の説明を行っている。その方法

と言うことで 98 の K の発話の他者訂正にならない

としては，さらに抽象度を下げて説明するというこ

形で，他の 97 の続きとして考えられることを述べ，

とを行っている。62 の K による「あ :: でも ::」とい

一連の説明をまとめている。K も，それに同意し，

う逆説の接続詞からは，さらなる K による修復が開

この CR のための問いの検討を終え，この後は 2 つ

始されることが予測される。しかし，そこで K が言

めの問いへの検討に入っている。

いよどみ，その後 31.4 秒もの沈黙がある。さらに，

この一連の抜粋で 2 人に課されている問いは，
「筆

64 でも K は同じく「でもこれ :: も :: あの ::」と逆説

者がこの調査を大学生を対象に行ったことは妥当だ

の接続詞を使って言いよどみ 26.4 秒の沈黙が起き

と思うかどうか，また，それはなぜか」というもの

る。E はこの長い沈黙を修復依頼と受け止め，ター

である。2 人の相互行為は，E の「妥当ではない」

ンを取ってさらなる説明の不足を補うこともできた

という主張の論理的な根拠の理解を常に志向してい

が，そうせず，合計 1 分近く E が K の発話を待って

た。43 や 52 の K による修復の開始を，E が語彙の

いる。つまり，E にとってはこれ以上説明すべきこ

ラベリングの問題とせず，論理的な理解の問題と捉

とはなく，K 側の問題と捉えていることが窺える。

えていることからも，2 人が CR の根幹である論理

その後，K はようやく調査する方法を E に聞く。そ

性に志向した共通の意見の構築を目指し，その枠組

こで，E は 57 で一旦例を出し具体的に説明したもの

みの中で相互行為が進んでいることが分かる。
そして，その共通の意見の構築は，E と K 双方の

を，
再度 42 で述べた抽象的な「一般的な人」という
言葉に結びつけて，そのつながりを説明している。

知識状態が均衡することを目指すことで，成り立っ

それに対し K は 70 で「あ :::」と知識状態が変化し

ていた。つまり，E の意見を K が自身の意見と言え

たことを示し，さらに「使っている人」と E の発話

るまでに理解することが目指されていた。具体的な

をくり返すことで理解を示す。そして，E が「そう」

会話のやり方は，E の意見に対する K の理解に問題

と応ずることでこの連鎖は閉じられる。

があると考えられることについて K 自身が修復を開

この後 E がターンを取り，また新たな連鎖が始ま

始し，E が修復を行うことによって，K は E の意見

る。それが抜粋 1-3 である。

を理解していった。

74 から再度 E は教科書の問いの答えとして自分

その過程においては，E も K に自身の考えを説明

が「妥当ではない」と考える理由を述べ始めるが，

するだけではなく，自身の考えを論理的に説明し直

「E の説明→ K による修復
それはこれまで E と K が

すことを可能にしている。E が抜粋 1-1 で CR のため

の開始→ E による修復」という流れで構築してきた

の問いへの回答を「妥当ではない」とするための根

内容を，
「……でしょ ?」と K に確認を求めながら順

拠として挙げた「大学生に調査をするのは簡単であ

序立ててまとめ，抜粋 1-1 で最初に E が挙げた「妥

る」というのは，これだけでは根拠として不十分で

当ではない」とする理由へとつなげている。その過

ある。それは，E も理解しており，次の抜粋 1-2 の

程では，80 と 86 で E が語彙の産出に問題があるこ

39 でさらに適切な根拠を示そうとしているが，言い

とを表し，K が言葉を補っている。また，97 の E の

よどんで出てこない。そこで，K が行った修復の開

発話を途中で引き取って K は 98 でその続きとして

始は，E が「妥当ではない」根拠を示すために何を
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めの道筋を得ているのである。

説明する必要があるのかを示し，E が適切な根拠を
述べることを可能にしている。さらに，誰に調査す

最終的には，E が次の CR のための問いへの検討

べきであったのかを理解するための K の修復の開始

を始めることによって，この「筆者がこの調査を大

が，E に読解テキストの内容に言及した根拠を説明

学生を対象に行ったことは妥当だと思うか」に関す

させている。そして，抜粋 1-3 ではそれらのまとめ

る検討が終えられているが，両者の知識状態が均衡

として，抜粋 1-1 と抜粋 1-2 の内容が統合され，論

したという判断は抜粋 1-3 で示されている。それま

理的に筋道の通った「妥当ではない」根拠が構築さ

でのやり取りは，E が意見を述べ，K が修復を開始

れているのである。これは，K との相互行為の中で

し，E が修復を行うという流れで行われていた。し

構築されたものと言ってよいだろう。このようにし

かし，ここでは E の意見として述べられているもの

て，E も CR において肝となる論理的に説明するた

の，協働的にその意見が構築されているように見え
186
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る。その要因として，1 つは，E の語彙産出に問題が

関する意見交渉を見るため，その部分は省略してい

あることが示され，その自己による修復の開始に対

る。ここで，注目すべき点は，抜粋 1 とは異なる後

して，K が他者修復の形で語彙を提供しているとい

続拡張の始まり方と，知識状態の均衡の示し方であ

うことである。一般的な会話だけでなく（Schegloff,

る。「なぜ著者が携帯電話を取り上げたのか」とい

Jefferson & Sacks, 1977/2010），学習者間の会話にお

う質問に対し，K が意見を述べるが，納得のいかな

いても他者修復は知的序列を生むとして非選好的な

い E が再度説明を暗示的に K に要求している。そし

ものとされている（岡田，2015b；Hauser, 2010）。

て，それに対する K の応答が E に理解をもたらし，

しかし，E の意見を K が理解する相互行為において

さらには理解したことを相互行為上で示す E のやり

は，その意見に関する知識状態は E が優位であると

方が，意見をさらに論理的なものへと発展させてい

して相互行為が構築されており，その中での K によ

ることが分析によって明示される。

る知識の提供は知識状態を均衡にする方向に作用し

E は K の回答に対し 35 で「うん (.) それは (.) う

ていると考えられる。ただし，82，93 双方で笑い

ん確かにね」と理解を示し，それに対して K は 36

と不確かさを示す標識が付加されており（Schegloff,

で「そうね ::」と応じている。E の 05 の第 1 部分に

Jefferson & Sacks, 1977/2010），依然として非選好的

対し，K は 34 でその第 2 部分を産出し，E が 35 の

であることも示している。もう 1 つは 97 の E の発

第 3 部分で「うん (.) それは (.) うん確かにね」と評

話が順番の移行に適切な場所に至る前に，K がその

価し，さらに，K が 37 で「そうね ::」と応じること

続きとして予測されることを 98 で述べていること

で，この基本連鎖は完結している。しかし，4．1．

である。E の発話が予測できるほどに理解している

で取り上げた相互行為と同様，後続拡張が，37 の E

ことを示すことで（高木，ほか，2016），知識状態が

の「それ一つの理由」によって始まるが，異なる点

均衡になったという自身の認識的スタンスを表して

はそれを意見の聞き手である E が始めているという

いる。このようにして，知識状態の均衡を相互的に

ことである。37 では K の答えが妥当であると再度

示すことによって，
「筆者がこの調査を大学生を対象

肯定しつつも，知識状態の差を埋めるための回答と

に行ったことは妥当か」という CR のための問いに

しては不十分であることを示しているのである。38

対する共通の意見が構築されたと判断され，検討を

の 1.6 秒の沈黙を修復依頼と捉えた E は 39 で 37 の

終えていると考えられる。

修復を行おうとする。しかし，すぐに 37 への第 2 部
分として 41 から K が CR のための問いについての

4．2．筆者の意図を考えるタスクの相互行為

自身の考えを述べ始める。それを聞いた E が 44 で
同意しているにも関わらず，45 でさらに連鎖を拡張

本節で分析するデータは，4．1．と同様の『読む

し，「どんなときも」と強い定式を使い，自身の意

力中上級』第 8 課「メディアがもたらす環境変容に

見を補強する。それに対し E は 47 で，「う :: ん (.)

関する意識調査」という論文の抄録に関する「2．著

オッケー」と K のスタンスを受け入れたことを示し

者はメディアの中でも携帯電話を取り上げています

「うん確かに確かに (.) す
（Schegloff, 2007），その後，

が，
それはなぜだと考えられますか。
」という問いに

ごく ::」「そうだね :」と同調を示す表現に変えてい

ついて，学習者間で検討しているもので，4．1．の

く。そして，49 から 52 では，K の回答を自身の言

データに続いて行われた相互行為である。

葉で言い換え，さらに新しい情報を付加して見解を

抜粋 2-1 では，05 で E が K に CR のための問いへ

述べている。そして最後に終助詞の「ね」をつけて

の意見を要求した後，その問い自体の内容を確認す

K の意見への同意を示しつつ，知識状態の均衡を示

る連鎖がしばらく続くが，ここでは問いへの回答に

している（Hayano, 2011）。それに対し K も既知のこ
187
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開している。

ととして同調を示し，E の見解にさらに情報を付け

もう 1 つの異なる点は，知識が均衡したことの示

たす。そして，それに E がまた同調を示すことで，

し方である。4．1．の抜粋では，意見を述べている

連鎖が収束している。
こ の 抜 粋 に お い て も 4．1． の 抜 粋 と 同 じ よ う

E の発話の続きを K が代わりに述べることで，K の

に，知識状態の均衡を目指すことが原動力となり

認識的スタンスが E と均衡したことが示された。一

，会話が発展していった。ここで
（Herritage, 2012）

方，この抜粋では，K の意見に新たな情報を付け加

は K が意見を述べ，E がそれを自身の意見とするこ

えて，K の意見を補強することで，E の認識的スタ

とが目指されている。会話のやり方において 4．1．

ンスが示されている。

と大きく異なる点は，1 つは情報の受け手である E

この一連のやり取りの中で見られる 2 人の学びに

が基本連鎖の後の最初の後続拡張を始めていると言

ついて焦点を絞ってみてみると，E は，最初 47 で，

う点である。4．1．の抜粋では，意見を発信する側

「う :: ん (.) オッケー」とただ K のスタンスを受け入

であった E 自身がさらなる説明の必要性を感じ連鎖

れたことを示しただけだったにも関わらず，その後

を始めていたのに対し，この抜粋では，K の意見を

「うん確かに確かに (.) すごく ::」「そうだね :」と同

聞いている E が 37 で暗示的にさらなる説明の必要

調を示す表現に変えていき，その後に自身の認識的

性を示唆し，K がそれに応える形で自身の意見を展

スタンスが均衡したことを示す発話をしている。つ
188

『言語文化教育研究』16（2018）

まり，K の意見を E が論理的に理解し自身の意見と

う訴えた。しかし，うまくいかず絶望的な気持ちに

していく，言い換えれば，CR のための問いに対す

なっていたとき，ロシア人ドライバーから「決まっ

る新たな視点を獲得していく過程を示していると言

た道はない。ただ行き先があるのみだ」という言葉

える。

を聞き，正しい道があると思っていたが，決まった

K にとっては，37 で E にさらなる説明を求められ

道などなく，目的さえ見失わなければ道は拓けると

たことによって自身の意見を展開する機会を得てい

いうことに気づかされた。その後，行政やハンター

る。さらに，49 から E が自身の意見に新たな情報を

への直訴だけでなく，子どもや一般の人々への講演

加えて説明したことは，自身の意見をさらに論理的

などを行い，状況が改善されたという内容である。

に述べる方法を示してもらったことになる。

分析するデータは「2. この文章を読んで，齊藤さん

このようにして，
「2．著者はメディアの中でも携

に対してどのようなイメージを持ちましたか。その

帯電話を取り上げていますが，それはなぜだと考え

イメージの形成に影響したのは，テキスト内のどの

られますか。
」
という問いに対する 2 人の意見が構築

言葉や表現ですか。」という問いを学習者間で検討

されていったのである。

しているもので，A が意見を述べ，L が理解すると
いう構造になっている。連鎖が長く続くため，抜粋

4．3．テキストから受けた印象とその理由を考える

3-1 から抜粋 3-4 に分けて分析を行っている。

タスクの相互行為

抜粋 3-1 では，38，39 で A は齊藤さんが固い思考
を持っている人だと，齊藤のイメージを述べるが，

本節で分析するデータは『読む力中上級』第 7 課

L からの反応がなく 1.8 秒の沈黙となる。その沈黙

「決まった道はない。ただ行き先があるのみだ ―

を修復の開始と受け止め，41 で A が自身の 39 の発

獣医師・齊藤慶輔」というドキュメンタリーについ

話を自己修復し，それに対しては 42 で L が「うん」

てのピア・リーディングである。テキストは NHK

と反応する。そして，再度 43 で 41 の自己修復を行

「プロフェッショナル」制作班（2011）からの抜粋

い，0.8 秒の沈黙の後，A が再度ターンを取り，45 か

で内容は次の通りである。絶滅の危機に瀕する猛禽

らその理由を述べ始める。50 で L が「あ :::」と知識

類が，鉛の弾丸で駆除されたシカを餌とすることに

状態が変化したことを示すが，その後，これまでの

よって鉛中毒を発症し死に至るというケースが続い

抜粋でも見られた知識状態の均衡を志向した連鎖が

た。その悲劇を防ぐため，獣医師である齊藤は仲間

A により開始される。それが次の抜粋 3-2 である。

たちと行政やハンターの団体に鉛の弾を使わないよ

51 からはなぜ齊藤をかたい思考を持った人と捉
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久次優子

えるのか，A のその根拠を説明している。51，52 の

A の意見に理解と同意を示しつつ，A の意見を補足

A の説明に対し，53 で L は 52 の A の最後の言葉を

する新たな見解も述べるというやり方で知識状態の

繰り返して A の発話を受け止め，次の 54 で A はそ

均衡を示しているのである。81 からも自身の意見を

のまま 52 の続きを話続ける。L は「うんうんうん」

展開しようとするが，その前に，A が L の A の意見

と同意しながら聞くが，71 で A の発話が順番の移

への同意を示す発話が順番の移行に適切な場所にき

行に適切な場初に来ると判断されるところで，少し

たと捉え，80 で笑いながら応えている。この応答の

オーバーラップをする形で L がターンを取り，A の

仕方からは L の A の意見に付加された新たな見解に

説明に対する第二位置として A の意見に同意する形

よる知識状態の変化は示されない。ここで連鎖は閉

で，自身の見解を述べ，知識状態が均衡したことを

じられるが，そのまま A はターンを保持し，82 から

示す。L は自身の意見として，ハンターたちが反対

新たな連鎖を始める。それが次の抜粋 3-3 である。

することは普通のことであるということを述べたう

A は 82 からこれまでの説明をまとめている。ま

えで，それにも関わらず A の意見のように「直訴」

ず，最初に自身が述べた齊藤は「かたい思考を持っ

という方法しか使わなかったと言っている。
つまり，

ている人」という意見に戻っている。L がそれを承
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認して，次は，抜粋 3-2 の 72 から述べた同意を示す

解決の方法として行ったやり方は，抵抗に合うこと

意見の中の新しい情報に対しても，
「常識のない人」

必至であると分かりそうなものなのに，そのやり方

という新たな言葉を付与してまとめる。L はそれも

を続けたということを根拠とした「思考が固い」
「常

既知のこととして承認する。さらに A がその根拠で

識がない」人というイメージである。

ある L によって述べられた見解を 86 で繰り返し，そ

93 からの理由は次のように述べられている。まず

れをさらに L が承認することで連鎖を閉じる。ここ

A が齊藤の「獣医師」というカテゴリーを挙げる。

では，A が CR のための問いへの答えをまとめ，そ

そして，その「獣医師」という職業に結びつく人の

れを L が承認するかたちで連鎖が構築されている。

特徴を L が 95 で「人と付き合うの :」と途中まで言

全て既知のこととして話されており，知識が均衡し

い，それに統語的につながるように A が 96 で「に

た後の連鎖であることが分かる。

[ が↑て :」と引き継ぐ。このようにお互いに対する

抜粋 3-4 では，91 で L により何らかの発話がなさ

理解を示しつつ，齊藤のイメージの理由を共に構築

れ，抜粋 3-3 で 2 人が構築した齊藤に対するイメー

する。102 からは 2 人が構築してきた問いへの回答

ジを形成する理由が 93 から述べられる。2 人が構築

が齊藤の欠点ばかりを挙げる結果になってしまった

した齊藤に対するイメージというのは，齊藤が問題

と A が客観的に評価することでターンを取り，さ
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らにその理由として 107 からは齊藤の行動が「日本

とによって，ようやく「齊藤は常識がなく，固い思

人」というカテゴリーに紐付く行動から逸脱してい

考を持った人である」という A と L，2 人の意見が

ることを 2 人で述べている。もしくは，ここは齋藤

構築されたと言える。さらに，次の抜粋 3-4 では，

の「欠点ばかり」を言ってしまったという自分たち

齊藤の属するカテゴリーの特徴，また特徴からの逸

の行動に言及しているとも考えられるが，後者の場

脱を，知識状態が均衡している状態で 2 人がお互い

合は，
「獣医師」というカテゴリーに，前者の場合

の発話の続きを産出し合いながら確認している。そ

は，
「獣医師」
「日本人」というカテゴリーに，齊藤

のことによって，2 人が築いた「齊藤は常識がなく，

をカテゴリー化し，そのカテゴリーに紐付く特徴と

固い思考を持った人である」という回答の妥当性を

齊藤の行動を照らし合わせることによって，前の抜

高めると同時に，それが A の意見ではなく，2 人の

粋で 2 人がまとめた CR のための回答の妥当性を高

意見であることをより強固なものとしている。

める発話を知識状態が均衡した状態で 2 人で構築し

5．考察

ている。
これま
抜粋 3-1 から 3-4 までの一連の相互行為も，
でと同じく，意見が述べられたあと，聞き手によっ

ここでは，研究課題に沿い，4．で示した分析をも

て知識状態が均衡したことが示されるまで，「意見

とに，まず 5．1．で学習者たちがどのように協働に

を構成する要素としての情報の提供−情報の受け入

より知識を構築していくのか相互行為全体の構造を

れ」という連鎖が続いた。聞き手である L が修復を

示す。その上で，5．2．でその過程で学習者たちは

開始し，A の意見がより論理的になるといったこと

どのような相互行為能力を使っているのか，5．3．

はなかったが，A の意見を「うんうん」とうなずき

でピア・リーディングによる教育的成果は相互行為

ながら聞き，順番の移行に適切な場所に来ると思わ

にどのように表れているかを述べることとする。

れるところで，L がターンをとって A の意見に新た

5．1．相互行為全体の構造

な見解を加えて同意し，知識の均衡が示された。こ
れは抜粋 2-1 と同様の示し方である。しかし，異なる
点は，抜粋 2-1 では，そのまま連鎖が収束していっ

本研究が対象とした CR 力育成のためのピア・

たのに対し，ここでは A はその新情報を含む L の見

リーディング活動のデータにおいて，相互行為にあ

解を既知のこととして，また，自身の意見への同意

る共通の流れが見られた。学習者たちは，教師から

として受け止めつつも，その後，また意見をまとめ

指示された問いについて 2 人で考えるというタスク

直している点である。それまで齊藤を「固い思考を

に対し，共通の意見を構築することを志向した。そ

持った人」と形容していたのに加え，その L の新情

して，そのために，1 人が意見を述べ，その意見の論

報をもとに「常識のない人」という形容を付け加え

理性において両者の知識状態が均衡するまで連鎖が

ている。もし，L の新情報が「固い思考を持った人」

続けられた。具体的には，自身の意見を述べる学習

と形容するための根拠として適切なものであれば，

者（K ＋）はピア（K −）1 の理解のために説明を補

この「常識のない人」という形容は必要のないもの

い，その意見を持っていなかった学習者（K −）は

である。つまり，このことは，L の新情報が「固い

ピア（K ＋）の意見を理解するために論理の溝につ

思考を持った人」と齊藤を形容するための根拠とし

いて修復や質問をくり返した。そうやって連鎖をつ

て適切ではなく，むしろそれは「常識のない人」と

1

形容するための根拠であると，暗示的に訂正してい

3．2．2 で示したように，ここで話されている意見に

ついて，より知識のある者を（K ＋）
，より知識のない

ると言えるだろう。そして，L がそれを承認したこ

者を（K −）とする。
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ないでいくことで，論理の溝が埋まり知識が均衡し

習者（K −）が，ただピア（K ＋）の意見を理解し

た。そして，その過程によって話し手の意見はより

受け入れたことを示すだけではなく，意見への同意

論理的に筋の通ったものとなっていった。
最終的に，

を示した上で，自身もその意見の構築に寄与し，ピ

知識状態の均衡が示されると同時に，均衡した状態

ア（K ＋）もそれを受け入れることで知識状態の均衡

での協働による意見の構築が行われることで，当初

が確認された。もともとそこで話されている意見を

片方の学習者（K ＋）の意見として語られていたも

持っていなかった学習者（K −）の意見構築への寄

のが，2 人の意見として語られ，一連の連鎖が収束

与の仕方としては，相手（K ＋）の発話を引き取っ

するというものであった。

て統語的につながるようにその先を産出する，また
は，聞いた意見をパラフレーズしてどう理解したの

5．2．相互行為能力

かを表明するとともに，そこに自身の新たな見解を
加えて示すというものであった。最初の 4．1．の抜

学習者たちは，与えられた問いに対して，共通の

粋 1-3 では，意見の聞き手である学習者（K −）は

意見を構築することを志向し，5．1．で述べたよう

「あ :::」と知識状態の変化を示した直後に，ピアの

な相互行為を構築した。そのような相互行為を構築

発話が順番構成単位の完結可能な点に達していない

するために使われていた相互行為能力について考察

ところで，その続きを予測して産出していた。次の

する。

4．2．の抜粋 2-1 では，認識の変化を示したあとに，

まず，知識の均衡を目指して使われていた相互行

ピアによって提示された意見に新たな情報を付け加

為能力について述べる。4．1．の抜粋では，自身の

えてその意見を補強し，共有された知識として最後

意見を述べた学習者（K ＋）は，相手が大学に行っ

に終助詞の「ね」を付けて同意を示すとともに知識

たことがあるかと確認することで，
「大学」につい

状態の均衡を示した（Hayano, 2011）。次の 4．3．の

ての知識を持った人への説明としてデザインするこ

「ああ」といった認識の変化を示す標
抜粋 3-2 では，

とを可能にしていた。そして，聞き手（K −）は，

識はなかったものの，ピアの発話が順番構成単位の

それでも埋められない論理の溝について，質問を投

完結可能な点に達しようとするところで，少しオー

げかけ，修復をくり返し，意見を述べる学習者（K

バーラップする形でターンを取り，前述の抜粋 2-1

＋）も説明する事柄の抽象度を変えて，繰り返し説

と同じように，新たな情報を付け加えて理解を示し，

明することによって知識状態の均衡を目指した。4．

知識状態の均衡を示している。こういった知識の均

2．の抜粋においては，一旦述べられた意見を聞き

衡を示すやり方は，ただ相手の意見を理解し受け入

手（K −）は肯定しつつも，暗示的に相手へ更なる

れるだけではなく主体性を示し，もともとその意見

説明を要求し，意見を述べる学習者（K ＋）はそれ

を持っていた学習者 1 人の意見ではなく，共に構築

を理解した上で一度説明したことをさらに強い定式

した意見とすることを可能にしている。

を使って言い直し，知識状態の均衡を目指した。4．

5．3．CR 力育成における教育的成果

3．の抜粋では意見を述べる学習者（K ＋）は，相手
によって知識状態の均衡が示されるまで説明を繰り
返し連鎖を紡いでいる。

ここでは，5．1．，5．2．で示されたような相互行

次に，最終的にどのようにその知識状態の均衡が

為を構築することが，本研究で分析した教育実践で

示され，共通の意見を構築したとお互いに理解した

目指されているテキストや自身のテキストの読みに

のかを考察する。分析したデータにおいては，もと

対して，複眼的，論理的に検討し，表現できるよう

もとそこで話されている意見を持っていなかった学

になることに，どのようにつながっているのかを考
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察する。CR 力育成のためにピア・リーディングを

互行為上達成され，そこでどのような相互行為能力

行うに際して 2．3．で示したように CR の問いに対

が使われ，それにどのような教育的成果があるのか

する多様な回答の共有が期待された。しかし，本研

を明らかにするものであった。分析の結果，本研究

究のデータにおいて学習者は，共通の意見の構築を

のデータにおいては，異なる内容のタスクであって

志向し，片方の学習者の意見を共通の意見としたた

も，ある共通の構造で相互行為が行われていたこと

め，そこで共有された回答はそのひとつの回答のみ

が分かった。それは，どちらか一方が CR のための

であった。しかし，その過程において CR 力育成に

問いに対する自分の意見を説明する。そして，その

おける教育的成果が見られた。

説明を受けた相手が十分にその意見を理解したこと

まず，ピアの意見を論理的に理解し，その意見に

を示す。つまり知識状態の均衡を示し，それと同時

ついて語れるまでになることは，CR のための問い

に，何らかの形でその意見の構築に貢献することに

に対する新たな視点を獲得したと言え，複眼的視点

よって連鎖が収束に向かうというものであった。CR

による検討につながっていると考えられる。さら

のための問いに対する意見を理解させ，理解するた

に，共通の意見を構築する過程において，ひとりの

めの相互行為では CR の根幹である意見の論理性が

学習者によって述べられた意見は，その論理面につ

志向され，連鎖を重ねることで意見は論理的に精緻

いて両者の知識が均衡するまで修復や質問が繰り返

化されていった。その過程で使われていた相互行為

され，論理的に精緻化していった。さらに，知識状

の方法は，CR 力育成を目指したピア・リーディン

態の均衡を示す際，意見の聞き手（K −）がピアの

グ活動にどのような相互行為能力が貢献するのかを

意見をどう捉えたのかを新たな見解を加えて示す方

示すものと言えるだろう。視点を変えて，このよう

法は，その新情報が適切であると受け入れられた場

な相互行為能力を教育の対象と考えた場合，本研究

合には，抜粋 2-1 のように CR のための問いへの回

で明らかになったことは，ピア・リーディング活動

答をより論理的に強固なものへと展開させることが

を支える相互行為能力育成のための教育的リソース

期待できる。また，適切ではないとして受け入れら

となるものと考える。

れなかったとしても，別の形で CR へ貢献する可能

しかし，本研究のデータで観察されたピア・リー

性もある。実際に，抜粋 3-2 では，もともと意見を

ディングの方法はその 1 例にすぎず，ピア・リー

持っていた学習者（K ＋）が（K −）が述べた新情

ディングでは合意に至らない場合や，他の知識構築

報を自身の意見を補強する情報としては暗示的に否

のされ方もあるだろう。また，理解がされないまま

定しつつも，それを新たな別の意見として意味づけ

片方の学習者が強引に自身の意見を通そうとする場

し，それも含めた 2 人の意見を構築することに成功

合など，協働とは言えないことも起こりえる。今後

していた。つまり，ピア（K ＋）がその新情報を新

は，そのようなデータにおいても，微視的に分析さ

たな別の意見として意味づけをすることによって，

れ，教育的成果が検証されるとともに，ピア・リー

問いに対する見解の幅を広げるという形で CR に貢

ディングに必要な相互行為能力が多角的に検討され

献していたと言える。

ることが期待される。
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Interactional achievement of knowledge in peer-reading:
Conversation analysis of activities intended to nurture critical reading skills
HISATSUGI, Yuko*
Graduate School of Language and Culture, Osaka University, Japan

Abstract
Whereas various peer-learning studies for L2 learners including peer-reading have been
conducted and their effects have been reported in the literature, little is known about
the procedures for constructing peer interactions which produce educational effects. The
purpose of this study is to reveal how L2 learners construct interaction through peer
reading activities intended to nurture critical reading skills, what kind of interactional
competence they use for it, and how the effects of peer reading appear in their interaction. This study examined this issue using the methodological framework of conversation analysis (CA) as a central tool of analysis. The analysis indicated that in the peer
interaction in which one of the learners didn t have a clear opinion, or both of them had
different opinions about the task, they constructed their interactions in order to equalize
the epistemic imbalance. In addition, the logic of their opinion was refined through the
learners cooperative, interactional work.
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