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論文

教室内における学習者の主体性
社会文化理論から見た自発的発話の分析

加藤 伸彦 *
（東海大学）

概要

本稿では社会文化理論の視座の下，学習者の自発的発話を主体性に基づくものと捉え，

教室談話の分析により，その発話が生起する要因を論じた。具体的には，主体性を媒

介手段を用いて他者と協働的・共構築的に行動する能力と見なした上で，自発的発話

を1. 参加的な自発的発話，2. 詮索的な自発的発話，3. 自律的な自発的発話，4. 専心的

な自発的発話の4種に分類し，それぞれの発話が産出される過程を微視的に分析した。

その結果，学習者はその過程において，自身の発話，教師の発話，自身の発話ターン，

教師が取る「待ち時間」，教師によるリヴォイシング，ジェスチャー等の非言語情報，

他の学習者のフィラーや発話時の誤用等の文脈上の手がかりを利用して，主体性に基

づく自発的発話を行っていることが明らかとなった。

キーワード：教室談話分析，変革・創造，自身の変化，媒介手段，経験
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1．本稿の目的と構成

本稿の目的は，社会文化理論の視座の下，学習者

の自発的発話を主体性（Agency）1に基づくものと捉

え，教室談話の微視的な分析により，主体性に基づ

く自発的発話の分類を提案した上で，その発話が生

起する要因を論じることである。

日本語教室の談話研究において自発的発話の研究

はまだ「緒についたばかり」（文野，2005，p. 62）で

* Eメール：japaneselanguageandculture@hotmail.com

1　Agencyは「行為者性，行為主体性」（『英辞郎 on 

the WEB』）とも訳される場合もあるが，本稿では楠見
（2018）による Agencyの訳語である「主体性」を用いる。
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あるため，現在はその種類や教師の対応などの研究

にとどまり，教育理論と結び付けられておらず，そ

の自発的発話が持つ教育的意義については論じられ

ていない。そこで本稿では，教育理論の1つである

社会文化理論に依拠し，自発的発話が持つ教育的意

義を明らかにするための端緒として，上記の目的に

沿って分析を進めていく。

まず，2章で社会文化理論の概要，社会文化理論

から見た学習者の主体性，自発的発話の研究を概観

する。次に，3章では本稿の研究課題と分析方法を，

4章では調査概要について述べる，続いて，5章で

はその自発的発話が起こる談話の質的な分析を通じ

て，学習者の主体性に基づく自発的発話が生起する
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要因を論じる。最後に，6章で本研究の要約と日本

語教育への示唆，7章で今後の課題について述べる。

2．社会文化理論と自発的発話に関する
先行研究

2．1．社会文化理論

2．1．1．社会文化理論の概要

社会文化理論は，ヴィゴツキー（1934/2001）の研

究を起源とする人間の発達と学習に関わる理論であ

る。社会文化理論は，現在ではバフチンの対話理論，

レイヴとウェンガーの研究から始まる状況論，批判

的言語哲学なども含まれる（Swain & Deters, 2007）。

また，社会文化理論を生態学（ecology）と結びつけ

る主張（ヴァンレイ，2004/2009）や会話分析と結び

つける主張（van Compernolle, 2015）もある。これら

の理論や主張の共通点は，言語を個人の心的な構成

物，学習を個人の頭の中で発生する認知的な過程と

して捉えて研究を進めるのではなく，言語を社会的

な構成物と捉え，学習が行われる場面や文脈，社会

といった要因も考慮に入れながら，研究を進めてい

こうとすることである（Swain & Deters, 2007）。本

稿ではヴィゴツキーから始まる社会文化理論を基に

してはいるが，社会文化的な観点を取り入れた他の

理論も適宜参考にしながら議論を組み立てていく。

社会文化理論の最も重要な主張は，「人間の精神

は媒介されている（human mind is mediated」（Lan-

tolf, 2000, p. 1，イタリックは原文）と見なすことで

ある。ここでの「媒介されている」とは，人間の

行為は道具や言語といった「媒介手段（mediational 

means）」を用いて，それらの媒介手段が「行為の

形成に本質的に関わっている」（ワーチ，1991/2004，

p. 29）ことを意味する。また，「媒介」という用語

単体では，「自分自身に向けて，もしくはお互いに

行う社会的・精神的活動，もしくは物質的世界を制

御（例えば，自発的に支配・変容させる）するため

に，人間が展開し文化的に構成された活動，概念，

人工物を介する一連の過程（Mediation is the process 

through which humans deploy culturally constructed 

artifacts, concepts, and activities to regulate (i.e. gain 

voluntary control over and transform) the material 

world or their own and each other’s social and mental 

activity）」（Lantolf & Thorne, 2006, p. 79）を意味す

る2。ここで言う活動（activity）とは，「自然的・社会

的現実の意図的な変革における人間の社会的存在の

特別な形態（specific form of the societal existence of 

humans consisting of purposefull changing of natural 

and social reality）」（Davydov, 1999, p. 39）であり，

簡潔に言えば，道具や言語を媒介手段として使い，

「自身の変化（transformation of self）」（Lantolf & 

Thorne, 2006, p. 215）も含め，「世界を変革・創造す

ること（creating and changing the world）」（Lantolf 

& Poehner, 2014, p. 40）である。

世界とは，人間個人の視点から見れば，その個

人が置かれた環境・文脈である。環境とはその個

人にとっての「発達の源（source of development）」

（Lantolf & Poehner, 2014, p. 40）とされる。社会文化

理論の視座から見た一般的な教育における環境とは

学校であるが（ヴィゴツキー，1926/2005），第二言

語教育にとっては教室であろう。文脈には，主に社

会的文脈と教育的文脈があり，前者には「教室の設

定と学習者がインターアクションする方法だけでな

く，教室外の世界の歴史的・文化的文脈（not only to 

the classroom setting and the ways students interact 

with it, but also to the historical and cultural context 

of the world outside the classroom）」（Sullivan, 2000, 

p. 115）も含まれ，後者は「教育の過程という状況

2　Kozulin（2018，p. 23）は日常的な例として，ワイン
を開けるときに用いられる栓抜きがワインを開けると
いう行為における媒介手段であり，栓抜きは手とコルク
を媒介していると述べる。
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において当事者（学習者）と他者が能動的に組み立

てるもの」（ヴァンレイ，2004/2009，p. 56）とされる。

つまり，学習者は教室外の歴史的・文化的文脈を教

室に持ち込み，教育的文脈を他者と能動的に組み立

て，教室を変革・創造する活動を行うとともに，そ

の中で自身も変化していく存在と見なされる。

上記の媒介，媒介手段，活動，環境，文脈の捉え

方に基づき，社会文化理論では人間を「媒介－手

段を－用いて－行為する－（諸）個人（individual(s)-

acting-with-mediational-means）」（ワーチ，1991/2004，

p. 29），「目的（object）に向けて媒介的道具を用いて

行為する存在」（楠見，2018，p. 51）と見なす。ここ

で言う行為（action）とは，「目標指向の行動の形で

動機を具体化する（instantiate the motive in the form 

of goal-directed behavior）」（Lantolf & Thorne, 2006, 

p. 216）ことを意味し，日常的な用語では「行われて

いること（what is being done）」（p. 217）に相当する。

社会文化理論では行為が優先的に分析される。こ

れは人間を，「行為を通して自身はもとより，環境

と接触し，創造するものとみなす」（ワーチ，1991/ 

2004，p. 23）からである。2．1．2．では，その社会

文化理論に基づく第二言語習得の研究例を挙げる。

2．1．2．社会文化理論に基づく第二言語習得の研

究例

Pavlenko & Lantolf（2000）は，媒介手段として

の第二言語及び第二言語言語使用者としての心理的

な変化を捉えるために，バイリンガルの作家や研究

者の著作を分析し，第二言語使用時の心理面や，第

二言語の習得が進むに連れ変化する内面の様子を記

述している。また，教室という環境では，そこに

存在する教科書や道具，席の配置などに加え，教

師や学習者の話し言葉も媒介手段となる（ワーチ，

1998/2002，p. 132）。上記の視座の下で行われた第

二言語習得研究の例として，Ohta（2001）はタスク

時に学習者が用いる方法を媒介手段と見なし，その

解明を行った。そして，媒介手段として，1. waiting

（待つこと），2. prompting（促し），3. co-construction

（共構築），4. explanation（説明）の4種を挙げ，1.は

パートナーに十分な待ち時間を与えること，2.は単

語を繰り返したり一部の音節を発話したりして，続

きを促すこと，3.は言語的資料を言うことで，貢献

すること，4.はパートナーが犯した間違いを説明す

ることと述べている。

このように，社会文化理論に基づく媒介手段や，

媒介手段を用いているときの心理の状態などの研究

が行われてきた。それと同時に学習者が自ら媒介

手段を用いて変革・創造するために行動する能力，

すなわち主体性（agency）にも関心が集まるように

なった（Levi & Poehner, 2018）。次の2．1．3．では

社会文化理論における主体性について論じる。

2．1．3．社会文化理論における主体性

Ahearn（2001）は学術界での主体性の意味と使用

法を概観し，文化人類学の観点から主体性を「社会

文化的に媒介された行動する能力（the sociocultur-

ally mediated capacity to act）」（p. 112）と定義する。

社会言語学者のDuranti（2004，p. 453）は次の1.から

3.を含む特性とする。すなわち，1. 自身の行動を制

御できること，2. 世界でのその行動が他の実体（そ

して時には彼ら自身の実体）に影響を与えること，

3. （例えば，与えられた結果に対する彼らの責任に

関する）その行動が評価の対象となることである。

社会文化理論では「主体性は常に媒介されている

（agency is always mediated）」（Deters, 2011, p. 36）と

捉えられている。例えば，Wertsch et al.（1993）は，西

洋で一般的な主体性を「個人の特性（a property of the 

individual）」（p. 336，イタリックは原文）と捉える

見方を否定し，「主体性は孤立した個人に自動的に

帰するものではない（agency is not automatically at-

tributed to the isolated individual）」（p. 352）とし，「主

体性がしばしば分配もしくは共有される（agency 
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is often distributed or shared）」（p. 352）ことと「媒

介手段を伴う（human agency involves mediational 

means）」（p. 352）ことの2つの特徴を挙げている。ま

た，van Lier（2008，p. 171）は，主体性を「行動でき

る潜在力（action potential）」（p. 171，イタリックは原

文）として捉えた上で，個人が所有する能力のみに

帰せられるものではなく，社会的，相互作用的，文

化的，制度的，その他の文脈的要因により媒介され

た行動する能力，協働的・共構築的な企てと特徴づ

けられるものと見なす。楠見（2018）はヴィゴツキー

（1934/2001），Ahearn（2001），Duranti（2004），van 

Lier（2008）らの議論を基に「媒介された主体性」を

提唱し，「主体を取り巻く直接的環境，環境における

状況づけられた活動，環境を規定する文脈に埋め込

まれており，社会的・言説的・物質的リソースと相

互活動を行う中で発揮される力」（楠見，2018，p. 51）

と定義している。このように社会文化理論における

主体性は「行動する潜在力（action potential）」（van 

Lier, 2008, p. 171）を意味し，個人の特性（property），

または個人が持つ能力（competence）とは明確に区

別され，自身で制御できる力（ability）または行為能

力（capacity）と見なされている（van Lier, 2008, p. 

171）。力（ability）とは支援無しで独立して機能す

る能力であり（Lantolf, 1994），記憶，問題解決，注

意，意図，計画，志向性，評価が相当する（Lantolf, 

2000, p. 7）。行為能力（capacity）は，例えば，「概念

的かつ結びついた言語的知識を使用する能力」（the 

capacity to use conceptual and associated linguistic 

knowledge）」（Lantolf, 2006, p. 67）というように具体

的に何かを行う能力のことを指す。

以上，本章での議論により，本稿では社会文化理

論の観点から，教室における主体性を個人が所有す

る能力（competence）とは捉えず，「諸個人が，自分

の意志・判断により，媒介手段を用いて，環境や活

動等の社会的・文化的・制度的・相互作用的場面等

の文脈の中で，他者と協働的・共構築的に行為する

潜在力」と捉える。

2．1．4．日本語教育における主体性

牛窪（2012，p. 7）は，主体性は志向されている

言語行為に大きく影響を受けるため，調査対象の教

室における学習内容や言語行為のあり方を述べた上

で，教師や研究者が目指す主体性を論じる必要性を

説く。これは2．1．1．で論じた教育的文脈を重視

する社会文化理論と共通する認識である。そして牛

窪（2012，p. 7）は，日本語教育における主体性とい

う概念の捉え方には「教師の管理からの消極的な脱

却」と「教師の教授行為の積極的な捉えなおし」の2

種が存在するとする。この内，前者は「教師主導で

はないこと」（p. 7）を含意する主張である。後者につ

いては牛窪（2012）は直接言及してはいないが，「学

習者主体」（小川，2007）に相当すると思われる。小

川（2007）は社会文化理論の立場から，学習者主体

を「学習者の主観に基づく認識と学習者の主体的，

さらには創造的参加を前提にする教育パラダイム」

（p. 22）と述べる。本稿の教育観・学習観は社会文化

理論に基づいており，思想的には学習者主体を支持

するものである。

2．2．自発的発話

2．2．1．主体性を測る指針としての自発的発話

楠見（2018，p. 52）は「主体性を学習者の行為の

性質とみなすことは，学習者の主体性を授業におけ

る行為や意識と関連付けて分析することを可能にす

る」と述べる。本稿でも学習者の行為を分析するこ

とで，教室における学習者の主体性の検討を行う。

van Lier（2008，p. 172）は，自発性（initiative）を

「誰が誰に，いつ何を言うかに関する選択（choices 

about who says what, to whom and when; Stevick, 

1980, p. 18）」とし，「自発性を示す活動は主体性の明

確な指針である」と述べる。その上で，主体性を談
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話の分析から，1. 受動的（passive）2. 従順的（obedi-

ent）3. 参加的（participatory）4. 詮索的（inquisitive）

5. 自律的（autonomous）6. 専心的（committed）とい

う6つに分類する3。本稿では，この van Lier（2008）

の分類と自発的発話を組みわせたものを分析対象の

発話とする。組み合わせる理由は，自発的発話にお

ける先行研究においても，「誰が誰に，いつ何を言う

か」という点から論じられているため，主体性に基

づく自発的発話の研究でも非常に有用だと考えるか

らである。

2．2．2．教室談話における学習者の自発的発話の

概観

教室談話とは，「『教室』あるいは『授業』という社

会的，制度的，文化的に特殊な教育実践の場におい

て現実に使用され，認知的社会的環境によって文脈

化された話しことばによる相互作用」（藤江，2004，

p. 74）と定義される。

小学校の教室談話における一般的な傾向として，

「子どもはめったに質問しない（children rarely ask 

question）」（Sinclair & Coulthard, 1975, p. 52）ことが

明らかになり，言語教育でも「教師が教室での話を

かなり専有する傾向」（ショードロン，1988/2001，p. 

69）があることが明らかとなった。

このような中で注目されてきたのが，教師の管理

（control）と学習者の自発性の関係である（van Lier, 

2013）。Stevick（1980，p. 18）は，2．2．1．で見た

ように，自発性を「誰が誰に，いつ何を言うかに関

する選択」と定義した上で，教師による管理を教室

活動の構造とフィードバックの提供に関わるものと

して肯定的に捉え，教師の管理により学習者を活動

的にさせ，自発的発話を促すことを奨励している。

日本語の自発的発話の研究としては，野原

3　van Lier（2008）の用語及び定義は楠見（2018）の訳
による。 

（1999），武田（2001），文野（2005），近藤（2007），

冷（2009）が挙げられる。野原（1999）は自発的発

話を「教師やほかの学習者など他者によって，個人

的・直接的に発話を求められたり，強制されたりし

ていない時に行われるもので，進んで応答したり，

進んで質問を行ったりして，自ら話し出す発話」（p. 

101）と定義し，積極自発と消極自発に分類する。前

者は「学習者が直面している問題を克服するため

に，質問や依頼という形で自ら話を切り出す発話」

（p. 101）とし，問題解決のための質問や繰り返しの

要求などを挙げている。後者は「積極自発以外の自

発的な発話。つまり，学習者が発話することを避け

ようと思えば避けられる状況下で，自ら考え，進ん

で行う発話」（p. 101）とする。武田（2001）は「発

話するように直接求められたり強制されていない時

に，学習者が自らの意志によって行う発話」（p. 18）

とし，1. 問題解決の発話，2. 問題解決支援の発話，

3. 発展の発話に分類する。

文野（2005）は会話分析の立場から自発的発話を

分析し，肯定的な側面と否定的な側面の両面がある

とする。前者には，学習者の意欲を高められるこ

と，授業の内容を発展させられることを挙げ，後者

には，教師の「対応が難しい」（p. 60）ことを挙げて

いる。

近藤（2007）は Sinclair and Coulthard（1975）のモ

デルを用いて，自発的発話を分析したものである。

「教師や他の学習者などの他者によって，個人指名

で発話を求められたり強制されたりしていないとき

に，学習者が自らの意志によって行う発話」（p. 21）

と定義し，IRF連鎖4（Sinclair & Coulthard, 1975）の

Rの位置にある自発的発話を R自発，Iの位置にあ

る自発的発話を I自発と呼ぶ。そして，I自発を1. 問

題解決（疑問提示），2. 問題解決支援，3. 発展の3種

4　IRF連鎖とは，教師の開始発話（Initiation）から始ま
り，学習者の反応（Response）を経て，教師のフィード
バック（Feedback）へと至る，一連の談話の過程を指す。
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に分類し，さらに1. を①理解の確認と②説明要求，

2. を学習者への応答支援と②その他の支援，3. を①

相互作用的会話への発展，②おかしみ，③実践の演

出の3種に分類している。また，文野（2005）と同様

の理由で自発的発話，特に I自発には肯定的な側面

と否定的な側面があると述べる。冷（2009）は武田

（2001）の用語を一部修正し，1. 問題解決の発話，2. 

支援の発話，3. 展開の発話とし，さらに3. を①情報

提供の発話，②見解表明の発話，③意思表示の発話

と細分化する。

つまり，まず，教師が教室内の談話を専有する傾

向があるものの，教師の管理の度合いと学習者の自

発的発話の度合いは相互に矛盾するものではないこ

とが指摘され（Stevick, 1980），次に，自発的発話は

肯定的な側面を持つが，対応が難しいという否定的

な側面を持ち（文野，2005；近藤，2007），種類とし

ては，学習者が自主的に答えるもの，学習者から質

問等の形で談話を開始するもの，学習者が談話を広

げるものの3種があることが報告されている（武田，

2001；近藤，2007；冷，2009）。

2．3．主体性に基づく自発的発話

本稿では，2．1．3．で定義した主体性に基づき，

2．2．で論じた自発的発話と区別するために「主体

性に基づく自発的発話」という用語を使い，以下の

ように定義する。すなわち，「発話が強制的ではない

場面で，主体性によって，学習者が意志的に行う発

話」と定義する。

3． 研究課題，分析方法，分析の対象と
なる発話

本稿の研究課題は，学習者は2．1．2．で定義した

主体性に基づいて自発的発話を行うと見なし，その

発話が行われた教室談話を分析することで，その発

話が生起する要因を明らかにすることである。具体

的には，主体性に基づく自発的発話が含まれる相互

行為の過程を分析し，主体性が協働的に共構築（van 

Lier, 2008）される過程を明らかにする。

分析の対象となる発話は，以下で述べる4種の主

体性に基づく自発的発話である。van Lier（2008，

p. 170）は主体性を，1. 受動的，2. 従順的，3. 参加

的，4. 詮索的，5. 自律的，6. 専心的という6つの尺

度（scale）または連続体（continuum）に分類する。

ただ，この6種の分類は，van Lier（2008，p. 170）が

認めるように「直感的（intuitive）」であり，議論の

余地を残すものである。そこで本稿では，作業用の

分類としてこの6種を認めた上で，その妥当性を担

保するために，この6種の中の3. から6. の4種と自

発的発話の分類（野原，1999；武田，2001；近藤，

2007；冷，2009）を結びつけ，発話の分析を試みる。

1. 及び2. に関しては，本稿での主体性に基づく自発

的発話の定義から外れるため，それに該当しない例

として，抜粋例の提示と簡潔な説明にとどめ，詳細

な分析は行わない。

分析対象の主体性に基づく自発的発話の具体的な

認定方法であるが，van Lier（2008，p. 172）が用い

る自発性の定義「誰が誰に，いつ何を言うかに関す

る選択（Stevick, 1980, p. 18）」に従い，学習者の発

話の宛先（発話を向けられた者），発話の内容及び談

話上の発話の位置または他者の反応から各発話の種

類を分ける。

1つ目は受動的な言動である。受動的とは「学習

者は教師の働きかけに応答しない，または殆ど応答

しない」（van Lier, 2008, p. 169）ことを意味する。学

習者がほとんど発話を行わないため，本稿では「言

動」と呼ぶ。発話の位置及び他者の反応としては教

師が学習者に応答を求める発話をした後，数秒の間

があり，教師が続けて発話をしたものを受動的な言

動と見なす。学習者の発話が存在しないため，発話

の宛先，内容も存在しない。
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2つ目は従順的な発話である。従順的とは「学習者

は教師に言われたことを実行する」（van Lier, 2008, 

p. 169）ことを意味し，具体的には，教師の指示に従

い書いたり話したりする行為を指す。本稿では，宛

先が教師であり，内容が教師の指示に従って発話し

たもので，教師の指示や個人指名による質問の後に

あるものは全て従順的な発話と見なす。自発的発話

ではなく「発話」と呼ぶのは，これが自発的に行わ

れた発話ではなく，教師の指示に従って行われた発

話だからである。

3つ目は参加的な自発的発話である。参加的と

は，「学習者は教師の質問に進んで答える」（van Lier, 

2008, p. 169）ことを意味する。これは消極自発（野

原，1999），R自発（近藤，2007）に相当する。本稿

では宛先が教師であり，内容が学習者が自発的に質

問に答えるもので，教師の「発言募り」及び「応答

求め」の後に行われるものを参加的な自発的発話と

見なす。「発言募り」は「誰かいますか？」等の「問

いかけにより応答を促す方法」（近藤，2007，p. 45），

「応答求め」は前件を教師が言って後件を学習者に

発話させるような「誰でも応答するように求めるも

の」（近藤，2007，p. 45）である。よって名指しして

発話や応答を求める「個人指名」後の発話と，教師

と学習者が1対1で話している場面での教師の質問

に対する学習者の応答は含めない。

4つ目は詮索的な自発的発話である。詮索的とは，

「学習者は進んで質問をする」（van Lier, 2008, p. 169）

ことを意味する。これは具体的には，武田（2001）

の問題解決の発話，近藤（2007）の問題解決（疑問

提示）の I自発，冷（2009）の問題解決の発話に相当

する。本稿では，発話の宛先が教師であり，内容が

指示や説明，その他の情報を要求するものであり，

教師がその学習者の発話に応答しているものを詮索

的な自発的発話と見なす。換言すれば，通常 IRF連

鎖は教師の開始発話（Initiation）から始められるが，

この詮索的な自発的発話は，学習者の開始発話から

開始される IRF連鎖といえる5。

5つ目は自律的な自発的発話である。自律的とは，

「学習者は進んで他者を支えたり教えたりし，協働

的な出来事を起こす」（van Lier, 2008, p. 170）ことを

意味する。具体的には，問題解決支援の発話（武田，

2001；近藤，2007）や支援の発話（冷，2009）に相当

するものである。本稿では，発話の宛先が他の学習

者，内容が他の学習者を支援するものを自律的な自

発的発話として見なす。発話の位置に関しては，自

律的な自発的発話の後に，支援された側の学習者が

支援した学習者に応答したり，支援された情報を用

いて教師を含む他者に応答したりする発話が存在す

る場合もあるが，そのような発話がなく自律的な自

発的発話だけが存在する場合もある。

6つ目は専心的な自発的発話である。専心的とは，

「学習者は互いに進んで討論に参加し，協働的な出

来事を起こす」（van Lier, 2008, p. 170）ことを意味

する。van Lier（2008）は例として，PBL（Project-

Based Learning）における発表時の質疑応答を挙げ

ている。この例と定義に従えば，他の学習者に向け

て質問等の形で IRF連鎖を開始する自発的発話とな

るが，自由な質問を発話するのが難しい初級レベル

では，質問以外の形での発話も考えられる。そのた

め，本稿では具体的な対象の発話として，発展の発

話（武田，2001；近藤，2007）や展開の発話（冷，

2009）を含める。これらは，冗談や意思表示，情報

の提供など教室外で行われる会話に非常に近いもの

である。本稿においては，発話の宛先が他の学習者

であり，内容が他者を支援する以外の種類で，この

発話を受けた学習者が直後に何らかの応答をしてい

る発話を専心的な自発的発話として見なす。

以下，van Lier（2008）の定義と本稿での主体性に

基づく自発的発話を表1に示す。

5　学習者の開始発話によって談話が始められる場合，
学習者の Feedbackは行われない場合が多い（Sinclair & 

Coulthard, 1975；村岡，1999）。
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なお，本稿は，主体性及び主体性に基づく自発的

発話の教育的意義を明らかにするための端緒とし

て，その分類を提案するものであり，まずは相互行

為上の分析を主として行う。よって，社会的・文化

的・歴史的・制度的文脈も含めた総合的な分析につ

いては今後の課題とし，本稿では4．3．で軽く触れ

るに留めたい。

4．調査概要

4．1．教室の概要

調査地は技能実習生のための日本語教室で，監理

団体による講習の一部である。コースの目的は，総

合的な日本語能力を伸ばすことであり，内容として

は特に自分の意見や経験について他者と話せるよう

になることに重点が置かれていた。主教材には，7回

目（1月10）日までは，『みんなの日本語初級第2版　

やさしい作文』（以下『作文』），8回目（1月13日）以

降は教師が『作文』の形式に準じた自作教材（以下

『自作』が用いられていた。各回のトピックの導入

時，用いる語彙・文法の説明・練習時には，教師－

学習者，学習者間でのやり取りが行われ，作文能力

だけでなく，会話能力を伸ばせるように工夫されて

いた。その他に時間がある場合には，漢字の知識を

増やしたり，聴解能力を高めたりするために，漢字

やディクテーションの教材も用いられていた。

コースが開講された期間は2019年12月から2020

年1月である。授業時間は1回2時間である。教師

は2名（T1，T2）で，ベトナム人学習者が3名（S1，

S2，S3），タイ人学習者が2名（S4，S5）であった。

学習者のレベルは初級前半である。授業形態は1回2

時間で教師1名が各回を担当するチームティーチン

グであった。授業日と担当教師，主教材を表2とし

て示す。

このコースでは，授業日ごとに授業内容を詳細に

表1．van Lier（2008）の主体性の定義と本稿での主体性に基づく自発的発話

非自発的発話 1. 受動的の定義 「学習者は教師の働きかけに応答しない，または殆ど応答
しない」（p. 169）

受動的な言動 教師が学習者に応答を求める何らかの発話をした後に，
誰も応答しないことを示す数秒の間

2. 従順的の定義 「学習者は教師に言われたことを実行する」（p. 169）

従順的な発話 教師の指示に学習者が従って行う発話

主体性に基づく自発的発話 3. 参加的の定義 「学習者は教師の質問に進んで答える」（p. 169）

参加的な自発的発話 教師の「発言募り」又は「応答求め」の発話後に，学習者
が自発的に行う発話

4. 詮索的の定義 「学習者は進んで質問をする」（p. 169）

詮索的な自発的発話 学習者が主に質問の形で教師に向けて行う発話

5. 自律的の定義 「学習者は進んで他者を支えたり教えたりし，協働的な出
来事を起こす」（p. 170）

自律的な自発的発話 学習者が他の学習者を支援するために行う発話

6. 専心的の定義 「学習者は互いに進んで討論に参加し，協働的な出来事を
起こす」（p. 170）

専心的な自発的発話 学習者が他の学習者に対して支援以外の目的で行う発話

van Lier, L. (2008). Agency in the classroom. In J. P. Lantolf & M. Poehner (Eds.), Sociocultural theory and the teaching of 

second languages (pp. 163-186). Equinox.
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指定したシラバス6は設けられておらず，T1が選定

した使用教材（付録2参照）を基に，教師が自由に進

めていく方法が用いられていた。ただ，どちらの教

師にも概ね以下の活動1. から活動6. を順に行う傾

向が見られた。調査地の教室でよく見られた教室活

動を学習者の視点から表3として示す。

4．2．調査の概要

使用器材はビデオカメラと ICレコーダーで，前者

は教室前方に設置し，後者は教師のジャケットに入

れてそれぞれ録画・録音した。コースの開講日から

閉講日までの全11回で合計22時間分のデータを収

集した。筆者もその教室に入り，後方からフィール

ドノートを書き留めた。

なお，事前に，タイ人学習者・ベトナム人学習者

には，それぞれの言語で書かれた承諾書を，教師に

は日本語の承諾書を渡し，教室談話データの研究へ

の使用許可を得た。

6　授業内容を詳細に指定したシラバスというのは，例
えば，教材についての特定の進め方，練習する問題やそ
の練習方法，配布プリント等が予め決められているもの
を想定している。

4．3．教室の社会的・文化的・制度的側面と当教室

を対象とした理由

教室の雰囲気は非常に和やかで，主体性に基づく

自発的発話が数多く見られた。これは，この教室の

文化的・社会的・制度的側面が大きく影響している

と考える。具体的には1. 母語使用の容認，2. 学習者

の人数と属性，3. 授業内容を詳細に指定したシラバ

スの不在の3点が影響していると考える。まず，日

本語の理解・産出で困難があるときに同国人を母語

で支援し合える環境であるため，学習時の不安が少

なかったからだと考える。次に，5名かつ来日目的

が同一であるため心理的な距離が近く，意見や経験

について自由に話し合える環境であったからだと考

える。最後に，このコースには授業内容を詳細に指

定したシラバスがなく，教師は厳密に決められた練

習等を行う必要がないため，主体性に基づく自発的

発話を積極的に活動の話題として取り上げることが

できたからだと考える。

当教室を対象とした理由は以下の3点である。1点

目は4．1．の目的・内容で行われる授業であれば，

本節で論じたように主体性に基づく自発的発話が発

生しやすいのではないかと考えたからである。2点

表2．調査日と担当教師，主教材の内容 * 

回 調査日 担当教師 主教材の内容

1 12月23日 T1 『作文』1課「自己紹介」

2 12月25日 T2 『作文』2課「わたしの部屋」

3 12月30日 T2 『作文』3課「わたしの国・町」

4 1月3日 T2 『作文』5課「週末」

5 1月6日 T1 『作文』4課「わたしの家族」

6 1月8日 T1 『作文』4課「わたしの家族」

7 1月10日 T2 『作文』9課「もしわたしが2人いたら」

8 1月13日 T2 『自作』「私の趣味」

9 1月15日 T1 『自作』「私の子供時代」

10 1月17日 T2 『自作』「高校卒業後から日本に来るまでの話」

11 1月22日 T1 『自作』「私の日本に来るまでの半生と将来したいこと」

* 1月13日から1月22日までのテーマの名称は筆者がその内容から名付けたものである。
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目はコースの開講日から閉講日まで全ての授業に参

加できるため，主体性及び主体性に基づく自発的発

話の変化が捉えやすいと考えたからである。3点目

は技能実習生は2019年度は研修生も含め17,301人

が入国し日本語を学んでいるが7，技能実習生の日本

語教室を教室談話の面から分析した研究は存在しな

いからである。

5．分析

3章で述べたとおり，主体性に基づく自発的発話

の中の3. から6. の分析を中心に行う。1. と2. につ

いては，主体性に基づく自発的発話ではない例を明

確に示すための抜粋例の紹介と簡潔な説明に留め

る。

5．1．受動的な言動

以下，【抜粋1】において，受動的な言動の例を示

す。

7　文化庁「令和元年度  国内の日本語教育の概要」より。

【抜粋1：2020年1月6日】

 494　S5：あー　｛寺の名前｝。

 （中略）

 502  T1：｛寺の名前｝に行きました。

 503　　　（2秒）

 504　T1：鹿に会いましたか？

→   505　　　（2秒）

 506　T1： 鹿。（1秒），[頭に手を当てて鹿の角

を表す仕草 ]

 507　S1：あーはい。

【抜粋1】は，新年に何をしたか，教師が全体に質

問している場面であり，活動3に該当する。504で教

師が全体に質問しているが，学習者は応答せず，代

わりに2秒の間がある（505）。その間の後，教師の

ジェスチャーが行われることで（506），単語「鹿」

の意味を理解し，相槌を打っている（507）。

5．2．従順的な発話

以下，【抜粋2】において，従順的な発話の例を示

す。

表3．調査地の教室でよく見られた教室活動

教室活動1*
5~10分

アイスブレーキングとして，教師や他の学習者と日常的な話題で話し合う。

教室活動2
5~10分

教師や他の学習者と話す中で，本日の『作文』『自作』のトピックを知る。

教室活動3
30~40分

教師や他の学習者と話し合いながら，その日の『作文』『自作』の内容について理解を深める。
その際，自身の作文に必要な語彙や表現も学ぶ。

教室活動4
15~20分

『作文』『自作』の例を基に，自身の作文を書く。

教室活動5
20~40分

書いた作文を発表する。終了後，教師が自身や他の学習者に質問をするので，教師の質問に答
えたり他の学習者の答えに反応したりする。

教室活動6
0~20分

時間があるときは，漢字やディクテーションによって，総合的な日本語能力を高める。

* この場合の教室活動とは，一般的な意味での活動，すなわち教師・学習者が行う内容である。
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【抜粋2　2020年1月6日】

 104　T1：うん，オーケーオーケー。じゃあ，S4

さん。

→  105　S4：あけまして，おめでとう，ございま

す。

 106　T1： うんうんうん。オーケーオーケー。

【抜粋2】は，学習者を順に指名し，ホワイトボー

ドに書いてある言葉「あけましておめでとうござい

ます」を言わせている場面で，活動1に該当する。S4

は教師に指名され，ホワイトボードに書いてある文

字を読むよう指示されたため（104），その指示に従

い書いてある文字を読んでいる（105）。この105が従

順的な発話に該当する。本抜粋は教師の指示（Initia-

tion）→学習者の応答（Response）→教師のフィード

バック（Feedback）という教師から始まる典型的な

IRF連鎖である。

5．3．参加的な自発的発話の分析

本節では以下の2例から参加的な自発的発話の具

体的な分析を行う。

【抜粋3：2019年12月23日】

 72  T1： 今日は何時から何時まで勉強しました

か？

→   73  S2：あー [後ろを向く ]，7，7時から。

 74 T1：朝？

 75 S2：いえ。あー。

→   76  S1：あー。

→ 77  S5：く，9時，

 78  T1：9時。

→   79  S5：から。

 80  T1：9時から。

→    81  S1：9時から。

→    82  S2：9時から。

 83  S3：[小さい声でつぶやく ]から。

→　84  S1：あー。

→    85  S2：あー，20，12。

 86  T1：あー，12時まで。

→    87  S2：12，12時まで。

 88  T1：勉強しました。それから？

【抜粋3】は，初日の授業で，教師が学習者に今日

は何時から何時まで勉強したかを質問している場面

であり，活動1に該当する。

本抜粋の73，76，77，79，81，82，84，85，87が

参加的な自発的発話に該当する。まず，73，74，75，

76，77，78，79における学習者と教師のやり取りに

着目する。73，74，75の談話では，S2の「7時」と

いう応答に，教師が「朝？」と質問をしている。教

師がその質問をしたのは，その「7時」という答え

が，授業の開始時間ではなく，また授業前の自学の

開始時間としても早いと教師が考えたため，その発

話の意味を詳述するよう求めたからだと考える。S2

は教師が質問をしたことで，自身の回答が間違って

いた可能性に気づき，教師の発話「朝？」を否定す

る発話をしたうえで，正しい回答を行おうとしてい

るが，初級レベルの学生には否定した上で正しい文

を産出することは難易度が高いと考える。76におい

て，S1は「あー。」と発していることから，やり取

りに参加しようとする意志が見られるが，S5の方が

先に答えを発話し教師がその発話を反応し会話を続

けたため，次の81で教師が発した言葉を繰り返すこ

とで，このやり取りに参加をしている。一方，77の

S5の発話「9時」であるが，教師によって S5の発話

が平叙文で繰り返されたことで，それが教師の予想

と合致していたことが示されている。そのため，79

で S5は「9時」の続きである「から」を発話するこ

とができている。

続いて，81，82，84，85，87の参加的な自発的発

話の分析を行う。まず，80で行われた教師の S5の
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発話の復唱，及び86で行われたのはリヴォイシング

（O’Connor & Michaels, 1996）と呼ばれる発話であ

る。リヴォイシングとは，「参加者の話し言葉や書い

た言葉を教師が復唱し再話すること」（秋田，2015，

p. 63）で，具体的には発言者の著者性を保ちながら，

会話を秩序づけたり，一般化したり，具体化を行っ

てわかりやすくしたりすることである。【抜粋3】で

は教師のリヴォイシング（80，86）に対し，81，82，

87で学習者によるその教師の発話の復唱が行われ

ている。また，84の S1の発話は自身の直前の発話

である81の続きを言おうとしていると考えられる

が，S2の方が先に意味のある語を発話し（85），教師

が S2の発話に反応したため（86），参加をしようと

する意志はあるものの，フィラーのみで終わってい

る。その85の S2の発話「あー，20，12」は，80の

教師の「9時から」というリヴォイシング，及び82

で S2自身が80の教師の発話を繰り返した発話の続

きであり，これは72の教師の質問，「今日は何時か

ら何時まで勉強しましたか？」に対する回答である

「9時から12時まで勉強しました」の一部を構成す

るものである。つまり，81，82，84，85，87の参加

的な自発的発話は，80で行われた教師のリヴォイシ

ングによって行われたと考えられる。換言すれば，

S1，S2は，教師のリヴォイシングを媒介手段として

用い，この談話に積極的に参加していたと見なすこ

とが可能だと考える。

以下の【抜粋4】は，教師によるリヴォイシング以

外の要因により，学習者の参加的な自発的発話が行

われた場面である。

【抜粋4：2019年12月23日】

 1689  T1：みなさんは3年，何を勉強します

か？ 

 1690  S1：日本語？ 

 1691  T1：日本語（笑い），日本語も勉強しま

す。 

  1692  S2：はい。 

 1693  T1：と，日本語と？ 

 1694     （3秒） 

→  1695  S5：日本語を，3ヶ月勉強します。

 1696  T1：勉強します，うんうんうん。勉強し

ました。 

 1697  S5：あ。 

 1698  T1：しました。 

 1699  S5：しました。 

 1700  T1：うん，しました。

【抜粋4】は学習者が技能実習生として，これから

3年間何を勉強するか，教師が全体に質問をしてい

る場面であり，活動5に該当する。

本抜粋では1690と1695の発話が参加的な自発的

発話に該当するが，ここでは1695の S5の発話を分

析する。まず事実として，本発話は，1689の教師の

「発言募り」と1693の教師の「応答求め」に対する応

答としては，教師の求めるものとは異なっている。

具体的には，S5は「これから『3年』何を勉強する

か」を，「日本に来る前の『3ヶ月』何を勉強してき

たか」と誤解し，後者に対する答えを発話している。

S5が発話できた文脈上の理由は，1694に3秒間の

空白があるからだと考える。この空白は教師による

「待ち時間（wait-time）」と呼ばれ，待ち時間を設け

ることは学習者の応答を引き出す上で非常に有益で

ある（Walsh, 2013）。このような「待ち時間」は，学

習者間のタスク時にも用いられる媒介手段であるが

（Ohta, 2001），S5は教師との談話という場面で，こ

の「待ち時間」を媒介手段として有効に用いていた

と考えられる。

S5の発話が教師の求める応答とは異なる応答と

なった理由として，以下の2点が挙げられる。1点目

は，初級レベルの学習者であるため，1689で教師が

発した「勉強」という単語の目的語に日本語のよう

な「科目」だけでなく，技能実習制度の「職種」も
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とれるということをまだ学習していないこと，2つ

目は1690の S1の発話から1693の教師の発話までの

一連の談話により，「今の話題は日本語である」と

捉え，自国での3ヶ月間の日本語学習について考え

た可能性が高いことである。つまり，1695における

S5の参加的な自発的発話は，3秒間の空白と自身の

知識，他の学習者と教師との談話を利用して行われ

たと考えられる。

5．4．詮索的な自発的発話の分析

本節では以下の談話から参加的な自発的発話の具

体的な分析を行う。

【抜粋5：2020年1月6日】

 136  T1：（省略）12月31日。

 137　S2：はい。

 138　T1：何をしましたか？

 （中略）

 151　T1：12月31日。

 152　S3：じゅうにー。

 153　T1：うん。

 154　S1：[ベトナム語で話す ]

 155　S2：[ベトナム語で話す ]

 156　S5：忘年会。

 157　T1：あ，忘年会をしました？

→　158　S5：はい。[小さい声で ]忘年会，ですか？

 159　T1：忘年会。

 160　S2：あー。はい。

 161　T1：忘年会，みんなで，[グラスで飲む

ジェスチャー ]。

 162　S5：あ，[手を Tに向けて振る ]。

 163  T1：〈笑い〉，お酒を飲みません？

 164  S5：はい。

 165　T1：あー，[スプーンで食べるジェス

チャー ]ご飯を食べます？

 166　S5：はい。

 167　T1：忘年会。

 168　S3：[小さい声で ]忘年会。

 169　T1：忘年会，分かりますか？

 170　S1：んー，いえ。

 171　S2：いえ。

 172  T1：[S5に ]ベトナム語は？〈笑い〉

 173　S5：忘れました。

 174　T1：わす，忘れました。[スマホで調べる ]

 175　S4：[タイ語で話す ]

 176　S5：[タイ語で話す ]

 177　T1：[S4と S5に ]かおだーお？

 178　S5：[タイ語で話す ]

 179　S4：[タイ語で話す ]

→   180　S1：忘年会，飲み会？

 181　T1：そうそうそう。

 182　S1：あ，はい，同じ。

【抜粋5】は12月31日に何をしたか，教師が全体に

質問をしている場面で，活動1に該当する。

本抜粋の158の S5の発話，及び180の S1の発話が

詮索的な自発的発話に該当する。そのため，156か

ら167の S5と教師の会話，及び169から182までの

S1と教師の発話を分析する。

まず，158の S5の詮索的な自発的発話は，教師の

156で S5が発した単語である「忘年会」を教師が理

解し肯定的に繰り返しているため（157），おそらく

は「忘年会」という語の適切性ではなく，単語の発

音の正確性を教師に問うものであると考える。そし

て，この発話が行われた文脈上の理由として，以下

の2点が挙げられる。1点目は158の S5の発話「忘

年会，ですか？」の難易度が高くないこと，2点目

は教師によって自身の発話ターンが割り当てられて

いることである。まず1点目の理由だが，158の発話

は S5自身が156で発した単語「忘年会」を再利用し，

それに「ですか？」を付加したもので，初級前半レ
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ベルの学習者にとっても文型自体の難易度は高くな

いと考える。次に2点目の理由だが，まず156の S5

の発話「忘年会」は，136・138の教師の質問に自発

的に答える参加的な自発的発話であり，教師の質問

に対する回答としては適切である。忘年会という単

語は初級レベルの後半に出てくる単語であるため8，

157で教師は「あ」と驚きを示す発話を行った後で

「忘年会をしました？」と聞き返している。これは

S5個人に対する教師の開始発話（Initiation）であり，

そのため S5は何らかの応答（Response）をする必要

性が生じている。そのため，S5は158で，まず，「は

い」とその質問に対する応答を行い，その後「忘年

会，ですか？」と続けて詮索的な自発的発話を行っ

ている。これは教師からの開始発話から生じた応答

という自身の発話ターンを活用して発せられたもの

と考える。換言すれば，S5は自身の応答の直後に続

けて発することで，IRF連鎖の F（教師のフィード

バック）に移行する前に，割り当てられた発話ター

ンを活用し，それを維持したまま，詮索的な自発的

発話を行う技法を用いていると考える。

続いて180の S1の詮索的な自発的発話だが，まず

本発話は教師の言動，具体的には161のグラスで飲

むジェスチャー，163の「お酒を飲みません？」と

いう発話，165のスプーンで食べるジェスチャーと

「ご飯を食べます？」という発話から，忘年会の意

味を「飲み会」だと想像し，その確認のために発せ

られたものと考える。次に，それが発せられた文脈

上の理由については，第1に形態が難しくないこと，

第2に175から179までのやり取りが，S1にとり「待

ち時間」として機能していることが挙げられる。ま

ず，第1の理由だが，180の「忘年会，飲み会？」と

いう文は，形態的に見れば語尾上げにより一部が省

略された真偽疑問文である。この形態による質問は

8　例えば，『みんなの日本語』では40課で学習する単語
である。

他の初級レベルの教室談話でも報告がなされており

（加藤，2019），初級レベルの学習者にとっては完全

な文の形で質問文を産出せずとも意図する文が教師

に伝達できるという利点を有していると考える。第

2の理由だが，S4と S5の会話はタイ語で行われ，教

師の S4と S5への発話は「忘年会」のタイ語の意味

をタイ語の日本語読みで確認するものである。もし

教師と S4・S5が日本語で話していれば，S1は「盗

み聞き（eavesdropping）」（Ohta, 2001）し，自身の理

解につなげることもできるが，実際はそのようには

なっていない。そのため，この195から199までの時

間は，S1にとっての「待ち時間」となり，S1にとっ

て日本語による質問文，つまり詮索的な自発的発話

を産出させるための時間として機能していたと考え

る。

5．5．自律的な自発的発話の分析

本節では以下の談話から自律的な自発的発話の具

体的な分析を行う。

【抜粋6：2020年1月3日】

 584　T2：うん，じゃあ，[S4に手を向けて ]こ

れはどうなりますか？わかりまか？ 

 585　S4 あー，ねー，寝たり， 

 586　T2：うん。 

 587　S4：寝たり，あー，（1秒），電， 

 588　T2：うん。 

→　589　S4：電話たりしました。 

 590　T2：お，電話は，[マーカーを取って S4

を向く ] 

 591　S4：電話を， 

 592　T2：うん。 

 593　S3：かけたり [ささやく ]。 

 594 　　（10秒）[Tが板書している ] 

 595　T2：電話をします。かけます。[S4に手を
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向ける ] 

 596　 　（4秒） 

→　597　S1：電話をしたり， 

 598　S4：電話を，あー， 

 599　S3： かけたり [ささやく ]。 

→　601　S1：したり。 

→　602　S4：したり， 

 603　T2 うん。 

→　604　S1：しました。 

 605　S4：しました。 

 606　T2：うん，そうですね。えーと，寝たり，

電話をしたり，しました。 

【抜粋6】は年末に何をしたか，教師が聞いている

場面であり，活動3に該当する。本抜粋の597-604

で，S1による他者の言語的な問題を解決する発話，

つまり自律的な自発的発話から始まる談話が発生し

ている。

【抜粋6】の597-605では S1が S4を支援している。

S4は587で「寝たり」と発し，589で「電話たり」と

誤用ではあるが「た形」を発している。その後，595

で教師が「電話をします」と発しているが，597で

S1はその教師の発話の「します」を「ます形」では

なく，「た形」に活用した上で，「電話をしたり」と

いう支援の発話を行っている。

van Lier（2008）の自律的な主体性の談話では，あ

る学習者が隣の学習者にWebページのリンクを作

る手順を教え，隣の学習者もその指示を受け入れる

様子が分析されている。まず，本抜粋でも支援され

た S4が支援した S1の発話を繰り返していることか

ら，支援の発話を受け入れていると考える。また，S1

による支援の発話を教師が止めていないことも注目

すべき事実だと考える。教師が文法の提示中に学習

者が行う支援の発話を止めていない事実は，その行

為がこの教室で認められていることを示していると

考える。もちろんこの教室内で支援の発話を行える

環境は，この場で瞬間的に発生したのではなく，1回

目（12月23日）から3回目（12月30日）までの授業

で，学習者が支援の発話を多数行うことで創造した

ものであろう。次に，本抜粋で S1が S4を支援でき

た理由に，教師に指名されていないことも挙げられ

よう。どの教室場面であっても，質問に答えるよう

指名された場合，教師が求める回答を可能な限り短

い時間で正しい形で言う必要があると思われるが，

言い換えれば，指名されていない学習者は時間の制

限や正しい形で言う必要がないため，一部のみを発

することで他者の支援ができる。これは支援する側

にとっては心理的な負担が軽いと考える。

最後に，談話を詳しく見ていくと，少なくとも以

下の特徴が挙げられる。

1.  S4の発話には，フィラーが多いこと。

2.  S4の誤用に対し，教師は「促し（prompt）」を

使って，誤用を修正させようとしていること

（590，595）。

3.  S1が S4を支援する発話（597）の前に，4秒の

空白があること（596）。

4.  S1が支援している間，教師が相槌を打ってい

ること（603）。

1. は産出に困難があることを，2. は教師が S4の

誤用を S4自身に修正させようとしていることを，3. 

は S4が自力での修正が非常に困難であることを，4. 

は支援された発話が正しいことと支援する行為が正

しいと考えていることを示していると考える。

つまり，本抜粋における S1は，支援することが認

められているという学習者が創造した教室の環境，

指名されていないという自身の状態，上記4つの相

互行為上のS4及び教師の発話の特徴を利用し，この

自律的な自発的発話を行っていたと考える。

5．6．専心的な自発的発話の分析

本節では以下の談話から専心的な自発的発話の具
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体的な分析を行う。

【抜粋7：2020年12月23日】

 2268　S5：はい。[スマホの写真を見せる ]

 2269　T1：[S5のスマホを指して ]おーすごい

すごいすごい。

 2270　SS：へー。

 2271　　　[SSがS5のスマホを見る。S1が親指

を立てる ]

 （中略）

 2282　T1：ふーん。S4さんは？

→  2283　S1：［振り返って S5に向かって］だいた

いは。だいたい。車。

 2284　S5：はい。高い。

 2285　T1：高い車。 

 2286　S5：あー，タイ。

 2287　T1：タイで。

 2288　S5：高い [右手を上に，左手を下にして

高いのジェスチャー ]

 （中略）

 2293　S5：600万。

→  2294  S2：どこ？

 2295　T1：600万。

→  2296　S2：どこのー車？

 2297　T1：うん，どこ？どこの？

 2298　S2：はい。

 2299　T1：そうそうそう。どこの車ですか。

 2300　S5：600万，あー。

→  2301  S2：え，あー，アメリカ，あー，イタリ

ア。

 2302　T1：うん。

 （中略）

 2309　S5：タイ

 2310　S2：タイ。タイ。

【抜粋7】は S5の自己紹介の中で，自身と関連の

ある車の写真を見せて説明している場面であり，活

動5に該当する。van Lier（2008）の例でも，PBL

（Project-Based Learning）における発表後の質疑応

答が挙げられており，本抜粋とは，ある学習者が自

身と関連があることについて話している，という点

で共通している。これが他の学習者の興味を惹きつ

け，専心的な自発的発話が行われる心理的な要因と

なっていると考える。それは，2271が S1が S5の写

真を見て，親指を立てていることからも推察できよ

う。

この談話では，2283，2294，2296，2301が専心的

な自発的発話に該当する。まず2283の S1の発話だ

が，その S1の発話の直前にある2282の教師の発話

は，S5の自己紹介を終わらせて，S4の自己紹介に移

ろうとするものであり，S1の発話はその教師の意図

に反するものである。しかし，2284で S5が S1の発

話に応答したため，教師の S4の自己紹介に移行しよ

うとする意図に反して，学習者同士の自然なやり取

りが行われている。

これは社会文化理論の観点から見れば，教師の意

図に反してまで，学習者同士が創造した局所的な相

互行為と言えよう。この2283と2284で行われた S1

と S5の相互行為は，教師から，S1の「車」という

発話及び S5の「高い」という単語を合わせた「高い

車」という発話を引き出している。重要なこととし

て本抜粋がこのコースで行われた最初の専心的な自

発的発話であることに着目したい。van Lier（2008）

の質疑応答の例では，PBLという授業の構造から専

心的な自発的発話が奨励されていたのに対し，本抜

粋は2283の S1の発話及び S5の発話をもって専心的

な自発的発話がこの教室内において奨励されたと考

える。そしてこの S1，S5そして教師間で相互行為が

行われたからこそ，2294において S2が専心的な自

発的発話を S1に続けて行えたことにつながってい

ると考える。

その S2の発話だが，まず2294の発話に S5の応
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答はなく，2295の教師の発話も2293の S5の発話を

繰り返すものである。そのため，2296で S2は再度

自発的に発話しているが，これは，2294の自身の発

話と比較し，質問内容が明示化されており，長い発

話となっているのが特徴である。これには S2の S5

に対して専心的な自発的発話を行うことへの意志が

示されていると考える。続く2297で教師による S2

のリヴォイシングが行われているが，2298で S2は

「はい」と答えることで，発話の著者性が自身に帰す

るものであることを明示的に示している。そして，

2299で S2の発話に基づく教師のリヴォイシングが

行われた後，2301で S2は再度自発的発話を行って

いるが，ここでは例示することで理解度を上げると

いう技法が用いられている。ここでも，S2の S5に対

して専心的な自発的発話を行うことへの強い意志が

示されていると考える。ここでS2がその発話を行っ

た文脈上の理由は，教師のリヴォイシング（2299）

に対する S5の応答（2300）が自身が求める回答では

なかったからだと考える。リヴォイシングは，学習

者の著者性を維持したまま教師が行う発話であり，

2299でも，S2の質問が S2の著者性を維持したまま

教師によって発話されている。そのため，教師の発

話は自身の発話であると S2が捉えたため，S2は例

示を行う発話（2301）をしたものと考える。

つまり，本抜粋において，S1の専心的な自発的発

話は，教室という環境を学習者同士で自主的に発話

をし合うことができるという教育的文脈を創造する

ものであり，その創造された直後の局所的な教育的

文脈の中で，S2は S5や教師の発話を利用しながら，

明示化及び例示という媒介手段を用いて専心的な自

発的発話を行っていたと考えられる。

6．考察

以上，本稿では，社会文化理論の視座の下，学習

者の主体性と主体性に基づく自発的発話が媒介手段

を通じて発生する過程を4種の自発的発話の分析を

通して論じてきた。

まず主体性に基づく自発的発話が起こる要因とい

う観点から，5章の要約を行う。

1.  参加的な自発的発話は，学習者が教師が全体

に対して行った質問を理解できているとき，

もしくは答えるために十分な「待ち時間」が

あるときに行われる。

2.  詮索的な自発的発話は，学習者が何らかの疑

問の解消を試みており，自身が発話ターンを

有している，もしくは「待ち時間」を利用して

行われる9。

3.  自律的な自発的発話は，学習者が自律的な自

発的発話が認められた環境，指名されていな

い状態，フィラー等の他者の発話の特徴等を

利用して行われる。

4.  専心的な自発的発話は，学習者が他の学習者

の発話等に興味を持ったときに行われる。そ

の際には学習者の発話だけでなく，教師の発

話も利用されうる。

無論，この1. から4. は数点の抜粋例における要因

であり，一般化しうるものではない。

次に，学習者は教師の様々な発話や行動を基に，

主体性に基づく自発的発話を行ってることが明らか

になった。以下に本稿で見られた例を示す。

1.  教師による非言語コミュニケーション（【抜

粋5】）。

2.  教師がとる長めの「待ち時間（wait-time）」

（【抜粋4】，【抜粋6】）。

3.  教師によりリヴォイシングされた学習者の発

話（【抜粋3】，【抜粋7】）。

9　加藤（2019）では，教師に向けて呼びかけや挙手を行
い，教師の応答等で自身の発話ターンを得てから，質問
する談話が分析されている。この加藤（2019）の談話例
も自身の発話ターンを利用するものに含まれると考え
る。
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4. 教師により簡略化・意図の明示化が行われた

発話（【抜粋3】）。

これらの発話や行動は，Ohta（2001）の4つの媒

介手段と同種であると見なし，学習者が主体性に基

づく自発的発話を行うために用いることができる媒

介手段であると考える。また，学習者はこれらの教

師が用いる媒介手段に加え，自身の発話ターン（【抜

粋4】），偶発的な待ち時間（【抜粋5】），自発的発話

を肯定する教師の発話（【抜粋6】，【抜粋7】）や応答

の困難さを示す学習者の発話（【抜粋6】）といった教

師や他の学習者の発話も媒介手段として活用しなが

ら，主体性に基づく自発的発話を行っていたと考え

る。

続いて，日本語教育への示唆として，社会文化理

論の視座から，3. の参加的な自発的発話から，6. の

専心的な自発的発話までの4種の自発的発話が活発

に起きる教室活動こそ言語教育で行われるべき活

動であると提言したい。これは，2章で論じたよう

に，社会文化理論では，学習とは媒介手段を用いた

諸個人が他者との協働的な相互行為を通じて行われ

るものと見なすためである。このような活動におい

ては，1. 教師が意図しない学習者の回答，2. 教師に

対する想定外の質問，3. 学習者間の学習の支援，4. 

学習者間での互恵的な学び合いといった行為が数多

く行われると考える。これらの行為は，教室という

社会的世界を「変革・創造する」（Lantolf & Poehner, 

2014, p. 40）ものであると同時に，学習者の発達や自

己の変化を促すものであると考える。このような学

習者の主体性に基づく教育実践を行うためには，本

稿で調査した日本語教室のように，少なくとも，学

習者自身の経験の重視，及び学習内容を詳細に指定

しない緩やかなシラバス10が必要であろう。学習者

10　緩やかなシラバスというのは，例えば，教材につい
ての特定の進め方，練習する問題やその練習方法，配布
プリント等が予め決められていないものを想定してい
る。

の経験はヴィゴツキー（1926/2005，p. 25）が「新しい

反応を形成することのできる唯一の教育者」と述べ

るように活動における重要な資源であり，また，緩

やかなシラバスにより，学習者が媒介手段を用いて

教室を「変革・創造する」（Lantolf & Poehner, 2014, 

p. 40）活動ができる余地が生じ，その中で学習者「自

身の変化」（Lantolf & Thorne, 2006, p. 215）も生じる

からである。そして，その教育実践における教師と

は，ヴィゴツキー（1926/2005，p. 27）が言う教師の

役割，すなわち，教室という環境の組織者，環境と

学習者との相互関係の調整者・管理者といったもの

になると同時に，自身の経験を資源としながら，学

習者とともに変化していく存在でなければならない

と考える。

7．今後の課題

最後に，今後の課題として，以下の3点を挙げた

い。1点目は，van Lier（2008）が提案した6つの主体

性と，自発的発話の理論面での更なる探求である。

例えば，教師に冗談を言うという発話は本稿の6つ

の分類にはいずれも該当しない。このような発話を

含めてより詳細な分類項目を検討したい。2点目は

社会的・文化的・歴史的・制度的文脈を含めた分析

である。これらの文脈を考慮することで，教室とい

う環境のある特定の教育的文脈で，ある学習者が主

体性に基づく自発的発話を行った理由を説明するこ

とが可能になると考える。3点目は全11回の授業で

学習者の自発的発話の頻度や種類がどのように変わ

り，主体性が変容していったのかという長期的観点

からの分析である。1ヶ月という日本語教室での経

験も主体性及び主体性に基づく自発的発話に影響し

ているはずであり，その検討も必要であろう。今後

はこの3点を中心に研究を進め，主体性及び主体性

に基づく自発的発話の諸相を明らかにしていきたい

と考える。
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付録1．本稿で用いた文字起こしの規則

。  1発話分の終わりを示す。

〈笑い〉 笑い声を示す。

，  短い間を示す。

→  注目すべき発話を指し示す。

？  上昇イントネーションを示す。疑問文を

表すとは限らない。

（秒） 1秒以上の間を示す。2秒以上の間がある

場合，1行を使う。

ー  延ばされた音を示す。ひらがなの単語で

あっても，ーを使う。

[     ]  周辺言語情報。特記の必要がある音声上

の特徴や非言語情報など。

{   }  プライバシーにかかわる固有名詞。

付録2．使用されていた教材

門脇薫，西馬薫（2014）．『みんなの日本語初級　第

2版　やさしい作文』スリーエーネットワー

ク．

斎藤仁志，吉本惠子，深澤道子，小野田知子，酒井

理恵子（2006）．『シャドーイング日本語を話

そう　初～中級編』くろしお出版．

戸田貴子，大久保雅子，神山由紀子，小西玲子，福

井貴代美（2012）．『シャドーイングで日本語

発音レッスン』スリーエーネットワーク．

松浦真理子，上妻直博，半田健一（2011）．『にほんご

漢字トレーニング（初級が終わったら始めよ

う）』アスク．
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Learner agency in the classroom:

An analysis of voluntary utterances from the perspective of sociocultural theory
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Graduate School of Letters, Tokai University, Kanagawa, Japan

Abstract

By considering the voluntary utterances of learners  on the basis of agency from a so-

ciocultural theory perspective, this study analyzed classroom discourse and discussed 

the factors that cause such utterances to occur. Specifically, it examined “agency” as the 

ability to act in a collaborative/co-constructive manner through intermediary means and 

grouped voluntary utterances into four categories . The categories were, namely, par-

ticipatory, inquisitive, autonomous, and committed. Furthermore, a detailed analysis was 

conducted on the process by which each utterance was generated. The result revealed 

that learners perform voluntary utterances based on agency and, in the process, use con-

textual footholds, such as their utterances; teachers’ utterances; their turns; the wait 

time taken by teachers; revoicing by teachers; non-verbal information, such as gestures; 

and other fillers and misuses by learners during their utterances.

Keywords: classroom discourse analysis, transformation and creation, transformation of self, 

mediational means, experience.
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