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【論文】 

「第三の空間」としてのテレコラボレーション 

意味の協働構築を実現するための「自己開示」「自己投資」 

 

 熊谷 由理* 加藤 鈴子 

 （スミス大学） （東京福祉大学） 

 

概要 

多様なコミュニケーションツールが普及し，地域・国境を超えた複数の教室を繋ぐ「テレ

コラボレーション」が言語学習に取り入れられるようになった（O’Dowd，2011）。それら

の実践の多くは「真正な」言語活動の場の提供を目的とし，「繋がり」を持つことの意義

が重視されがちである。しかし，単に繋がりを持つだけでは「意味のある対話」を実現す

ることは難しい（Ware，2005）。本稿では，そのような批判を鑑み，米国の私立大学日本

語 3 年生コースと日本の私立大学教育学部異文化理解コースの履修生で協働実践された

「異文化理解プロジェクト」（オンラインディスカッション）の分析結果を報告する。デー

タとして参加者の投稿文，教室内での話し合いの録音，参加者のプロジェクトへの感想を

収集し，脱構築的言語文化の視点（Kubota，2003）を枠組みとし，批判的談話分析

（Fairclough，2003）の手法で分析を行なった。分析結果から，意味のある対話を実現する

ためには，「自己開示」「自己投資」が鍵となり，その過程を経ることで「意味の協働構

築」が可能となることを論じる。 
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グローバル化された世界では「象徴」の持つ

力はもっと拡散していき，一方的なものでは

なくなる。非母語話者が，合理的な話し合

いや意味の交渉だけでなく，沈黙・言語・非

言語のあらゆる方法で，母語話者の文化を微

                                                           

* E-Mail: ykumagai@smith.edu 

妙に，粘り強く変えていくだろう。（Kramsch, 

2011，p. 365，原文英語，訳は筆者ら） 

 

多様なコミュニケーションツールが普及した現

在，地域・国境を越えた複数の教室を繋ぎ，言語学

習や異文化理解の促進をめざす「テレコラボレー

ション」が行われるようになった（O’Dowd，



『言語文化教育研究』12（2014）pp. 148-166 

 149 

2011）。それらの実践は，主に「真正（オーセン

ティック）」な言語活動・文化学習の場の提供を目

的としており，「繋がり」を持つことの意義が重視

されがちである。しかし，単に繋がりを持つだけで

は「意味のある対話」を実現することは難しい

（Ware， 2005）。また，冒頭の引用で Kramsch

（2011）が言うように，現代のグローバル化した世

界において，文化・言語は，「対話」の当事者間

で，微妙に，しかし着実に変化して行き，「真正さ

（オーセンティシティ）」の持つ意味合いも見直す必

要があるだろう。 

本稿は，そのような知見を念頭に，米国の私立大

学（A大学）日本語 3年生コースと日本の私立大学

（N 大学）教育学部異文化理解コースの履修生で協

働実践された「異文化理解プロジェクト」における

日米学生間の対話の分析結果を報告する。「異文化

理解プロジェクト」では，学生自身が選択した計 9

つのトピックに関して，オンライン上で話し合いが

もたれた。本稿では，その中から参加者のアイデン

ティティ構築の過程に違いがみられ，自己・他者理

解の学びに差が観察された「危機言語」と「オタ

ク」についての話し合いをケースとして取り上げ

る。分析結果をもとに，日本語教室における自己・

他者理解をめざした対話的「繋がり」の奨励につい

ても考察する。 

 

1．テレコラボレーション先行研究 

情報通信技術（ Information and Communication 

Technology：ICT）が，外国語学習や総合学習の授

業など，教育現場に取り入れられるようになってか

ら十数年経ち，ICT を用いた教育実践は多くの研究

者・教育者らが注目するところである。ICT の発達

は，これまでの交流方法を変化させ，過去において

は交流が非常に困難であった国内外の複数の教室を

比較的容易に繋ぐことを可能にした。多くの実践経

験を経て，その教育活動も「交流体験型」「共同研

究型」「協同制作型」（岸，今野，久保田，2010）

など，今や幅広く様々な形態で実施されるように

なっている。使用されるツールも，インターネット

検索を使った情報収集型学習を始め，ブログやポッ

ドキャスト等を利用した情報発信型の活動，E メー

ルや E 掲示板を利用した非同時的交流，さらには

TV 会議システムを利用したディスカッション活動

など，ICT の発展・普及とともに，多様化している

ことがわかる。 

以下，特に言語・文化の学習を目指したこれまで

のテレコラボレーション活動・研究報告に注目し，

テレコラボレーションの効果（1．1 節）と課題

（1．2 節）をまとめる。その後，2 節において，本

稿の理論的枠組みである批判的言語文化教育の視点

を紹介するとともに，そのような理論に影響を受け

た最近のテレコラボレーション研究からの知見およ

び研究者の視点の変化について考察する。 

 

1．1．効果 

言語・文化学習活動の一環として行なわれるテレ

コラボレーションにおいては，学習者の言語能力お

よび対象文化への興味関心の向上が第一の効果とし

て期待される。例えば，Kinginger & Belz（2005）

は，アメリカ（ドイツ語学習者）とドイツの大学生

間の E メールのやり取りを分析し，パートナー

（母語話者）の言語使用を模倣することで学習者の

語学能力が向上したと報告している。また，鄭，大

橋（2012）は中国（日本語学習者）と日本の大学

生の TV 会議を利用した活動を通し，学習者の日本

語会話レベルの上達に加え，日本の伝統・現代文化

への興味・関心が増進されたと分析している。教室

で学んだ知識を実際に使用する機会を提供すること

で，学習言語は使用言語へと発展し，さらに母語話

者との交流を通し，対象言語の文化的背景への理解

も促進されるのである（例えば，Carter，2010； 
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Liaw & English，2013；Thorne，2003）。 

言語能力・興味関心の向上以外にも，学習者の意

欲や自主性の向上が利点として挙げられる。教室と

いう空間をバーチャルに広げることで，普段は会う

ことのない人々と繋がることができる。教室で学ん

だ言語を実際に活用することで，学習者たちはやり

がいを感じ，積極的な取り組みが行なわれる

（Lee，2009）。カチョフ（2012）は，授業時間外で

学習者が自ら ICT を活用した課題に取り組むこと

で，学生たちの英語コミュニケーション学習への意

欲が高まったと報告している。従来の学習方法とは

形態の違う取り組みが，学習者にとっては新鮮な刺

激になっているのかもしれない。 

さらには異文化コミュニケーション能力（Inter-

cultural Communicative Competence：ICC）の向上

も効果として挙げられている。Byram（1997）によ

ると，ICC は技能（skill），姿勢（attitude），知識

（ knowledge），文化への批判的気づき（ critical 

cultural awareness）から構成されるが，Hauck

（2007）はテレコラボレーションにおいても学習者

たちの ICC 向上を指摘している。同様に，Liaw & 

Bunn-Le Master（2010）も台湾人大学生（英語専

攻）が，アメリカ人パートナー（Bilingual/ESL 教

員養成専攻）とのテレコラボレーションを通して，

異文化的（interculturally）にも言語的（linguistical-

ly）にも，さらに対人関係的（interpersonally）に

も成長したと報告している。たとえバーチャルで

あっても，他者と交流することに変わりはなく，異

文化への気付きが促進されることに違いはない。 

 

1．2．課題（問題点） 

以上のような効果が報告される一方で，課題も指

摘されている。O’Dowd & Ritter（2006）は，「参加

度合いが低い」「無関心な態度をとった」「参加者間

に緊張が生じた」「パートナーや相手文化に対する

否定的評価がなされた」などのケースを「失敗」と

しているが，Ware（2005）はそのような対話の機

会を逸したケースを分析し，以下の 3 つを緊張

（tension）の要因として挙げている。 

 

（1）テレコラボレーションへの期待値と ICT ス

キル（慣れ）の差異 

（2）社会的要因（世界共通語としての英語学習

と選択外国語学習への価値観）及び構造的要

因（大学の授業一環としての活動であるこ

と） 

（3）動機と費やす時間への個人差 

 

参加者の背景にある社会的な要因が複雑に絡み合

い，対話の妨げになっている可能性を示唆するもの

である。また，テクノロジー環境の差（アクセスの

容易さ，経済的背景）が，テレコラボレーションを

行なう上での課題であることも指摘されている（久

保田，小池，徳井，2003；Belz，2001；Meskill & 

Ranglova，2000；Warschauer，1998，2003）。 

「期待値」の差は，他にも多くの研究者らが指摘

するところである。具体的には，やり取りの頻度や

長さ，相手に望む役割に対する期待の差などが挙げ

られている。例えば，E メールでのやり取りにおい

て，パートナーからの返信が短いというような要因

が，学生の満足度ややる気を左右したケースが報告

されている（カチョフ，2012；曹，2006）。また，言

語学習者が母語話者パートナーに対しチューターの

役割を期待してしまうことに起因して，参加者間の

期待値に差が生じることもある（Ware，2005）。そ

の一方で，母語話者が自ら教師的な役割を担い学習

者の言語形式の不自然さや「間違い」を指摘・修正

するといった表面的な言語にとらわれてしまうとい

う現象も報告されている（Doerr & Sato，2011）。こ

のように「学習者」と「母語話者」の期待値の差

が，意味のある対話の障害となってしまっては，相

互理解を促進するのは難しいだろう。 
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さらに， ICC の視点から，O’Dowd & Ritter

（2006）は参加者の ICC 成熟度も関係構築に影響し

ていると指摘する。上記のやり取りの頻度や長さに

関する期待の差は，まさに文化差が原因になってい

る可能性もあり，参加者の ICC が成熟していれ

ば，回避できる問題かもしれない。しかし逆に，参

加者がある程度 ICC を認識している場合におい

て，すでに「文化的違いによるミスコミュニケー

ション」の可能性を意識しているがために，摩擦を

回避することを重視し，それが相互理解の妨げに

なっている可能性も指摘されている（Ware，

2005）。その結果，学習者の態度に変化がない，あ

るいは「文化の差異（違い）」の助長になってしま

う，というケースもあり（Kern，2000），相互理解

を目指した試みが，結果的に逆効果になってしまう

危険性を孕んでいるとも言える。 

以上の様な報告は，ただ単に教室と教室，学生と

学生を ICT によって繋ぐだけでは教師が意図する

ような効果が得られるものではないという警鐘であ

り，テレコラボレーションを実施する際の大きな課

題であると言えよう。 

 

2．理論的背景：批判的言語文化教育 

最近の言語教育，異文化理解教育においては，批

判的言語文化教育の理論の影響により，言語／文化

の認識に関して脱構造的視点が取り入れられるよう

になってきている。批判的言語文化教育の理論で

は，言語／文化を固定的，画一的なものとして捉え

るのではなく，常に流動的に変化しているものであ

ると捉え，ある言語／文化の内に存在する多様性に

注目することで，言語／文化に関する本質主義的な

見方や標準・規範といった概念の政治的恣意性を問

題視する（Kubota，2003）。この理論においては，

言葉の意味や文化は協働構築の産物であると捉えら

れ，言語習得は，理想的（母語）話者の正しい文法

や言葉使いを学ぶことではなく，それぞれのローカ

ルな場において社会的文化的に交渉する意志や能力

によって形成される（Kinginger & Belz，2005）。 

この言語／文化を交渉による協働構築の産物と捉

える理論は，テレコラボレーションが提供する

「オーセンティック」な言語／文化学習という考え

方に疑問をもたらした。「オーセンティック」な言

語／文化とは何なのか。誰にとって「オーセン

ティック」なのか。さらにこの理論を踏まえた場

合，対話の際に必要とされる ICC についても再考

が必要である。 

 

もし談話や意味形成の過程で構築されるもの

が文化であると捉えるのであれば，異文化コ

ミュニケーション能力も，他者を許容したり

共感したり，あるいは他者の文化を理解した

り，それに対比する自分を理解したりするこ

とだけではなくなってくる。言葉や行動の背

景を探求し，複数の，流動的な，そして時に

は矛盾する言説的世界を容認し，複数の文化

間を行き来する価値観やアイデンティティの

形成，意味の逆転，時には意味の発明という

ものが必要になってくる。（Kramsch，Lévy 

& Zarate，2008，p. 15，in Kramsch，2011，

p. 354，原文英語，訳は筆者ら） 

 

「異なる文化」があるというように文化を固定的に

捉えるのではなく，当事者間で価値観，ルール，ア

イデンティティを形成していく流動性を意識し，そ

の交渉に参加し，時には新しい文化を創り出す力が

ICCにおいて求められることになる。 

このようなパラダイムシフトは，テレコラボレー

ションの実践においても，その内容や解釈に変化を

もたらした。学習者が情報を母語話者から一方向的

に学ぶことにのみ注目するのではなく，意味形成過

程あるいは知識生成への積極的参加の観点からその
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効果・問題点が分析されるようになってきたのであ

る。例えば，ポッドキャストを用いたテレコラボ

レーションでは，実際に自分たちの作品を発信する

ことで，学習者を対象言語・文化習得の受容者とし

てだけはなく，知識生成の参加者として捉えている

（Lee，2009；深井，佐藤，2008）。さらに，この脱

構築主義的文化の視点からテレコラボレーション活

動の成果を検討した場合，「長い文章を書く」「頻繁

にやり取りする」といった繋がりを保つことを「成

功」とする見方も再考する必要がある。例えば，

「沈黙」もまた重要なコミュニケーションの方法で

あり，有効な交渉の技法である。これまで「失敗」

として捉えられてきた積極的参加がなされなかった

ケースも，あるローカルな場で協働構築された文化

であると言えるだろう。 

言語文化教育のあり方が見直される中，Kramsch

（2011）は「第三の空間（Third Space）」を，国を

基盤とした言語や文化の接触する場所ではなくむし

ろ意味形成の過程として捉えるようにと主張してい

る。そして，Helm，Guth & Farrah（2012）はテレ

コラボレーションもまた意味形成・文化構築の過程

の場である「第三の空間」として捉え，そこでは誰

かを説得しようとするのではなく，真摯に自分の意

見を伝え，相手の意見を聞く対話的活動を通して，

誤解や衝突の原因を探る「安全な場」を構築すべき

だと議論している。つまり，既存の文化・言語を

「学ぶ」場所としてだけではなく，文化・意味を

「創り出す」協働作業の場であり過程であるという

視点をテレコラボレーションにも取り入れようと

言っているのである。 

このような議論を踏まえてテレコラボレーション

の実践を振り返ったとき，先行研究の多くに固定的

二項対立構造が前提とされていることが問題点とし

てあげられる。言語学習に主眼をおいたテレコラボ

レーションでは「母語話者」対「学習者」の二項対

立構造が，異文化理解の視点からは，「文化的情報

提供者」対「文化的情報受容者」という二項対立構

造が見られる。どちらのケースも母語（母文化）話

者が文化的・言語的「代表者」になってしまい，明

確な力関係のもとステレオタイプを助長・再生産し

てしまう危険性を孕んでいる。ここでは，母語（母

文化）話者が学習者から得る学びや「対話」を通し

て生まれる「変化」は過小視されているといえる。

では，どうしたらこのような二項対立構造を回避

し，意味の協働構築に主眼をおくテレコラボレー

ションを行なうことが可能なのであろうか。 

本稿は，以上のような批判的言語文化教育の理論

（Kubota，2003）を枠組みとして実践を位置づけ，

批判的ディスコース分析（Fairclough，2003）の手

法で分析を行う。 

 

3．プロジェクト概要と研究方法 

本プロジェクトは，米国 A 大学の「日本語 3 年

生コース」の学生 7名（内 1名は聴講生）と日本 N

大学の「異文化理解コース」の学生 32 名が参加

し，2013 年 10 月から 12 月までの 2 ヶ月間 Google 

Group を利用して行われた。A 大学では「日本語

コース」の個人プロジェクト（自分の関心のある社

会問題について調べ，問題解決に向けて自分なりの

対処法を考えて行動をおこす）の一環としてテレコ

ラボレーションを位置づけた。日頃，話し合いをも

つ機会がない日本の大学生と，自分の興味のあるト

ピックについて真剣に意見を交換し交渉する過程を

通して，トピックに関してより深く多層的な理解を

することを目的とした。また，N大学では英語科教

員免許取得のための必修科目である「異文化理解

コース」において，言語・文化とコミュニケーショ

ンの関わり，また異文化理解について実践的に学び

理解を深めるための課題プロジェクトとして，ディ

スッカッション・フォーラムを位置づけた。両コー

スにおいて，他者との話し合いの過程で求められる
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自己内省を通し自分・相手を理解することを共通目

的とした。トピックは，学生自身が設定し，ほぼ隔

週で意見の投稿をし合った。ディスカッションのト

ピック及び使用言語の概要は表 1の通りである。 

両大学の学生数に差があったため，A 大学の学生

は個人（トピック 3のみペア）で，N大学の学生は

数名でグループを作りトピックに関してのグループ

の意見を投稿するという形で，話し合いを行なっ

た。第 1 回目のトピックは A 大学日本語コースの

個人プロジェクトのテーマにそって設定し，A 大学

の学生から N 大学の学生に意見を求める形で話し

合いをスタートした。第 2 回目は，逆に N 大学の

学生が自分たちの興味があるトピックを授業中に話

し合い決定し，A 大学の学生に意見を求めるという

流れをとった。第 1 回目のディスカッションは 10

月から 11 月中旬まで，第 2 回目は 11 月下旬から

12 月下旬までの期間で行った。1 回目のディス

カッション終了後に，A 大学ではクラス全体で，N

大学ではそれぞれのグループで，ディスカッション

のやり方について，うまくいったところ，改善が必

要なところなどを話し合う振り返りの時間を授業内

で設け，第 2回目のディスカッションに備えた。 

この実践は，普段話す機会のない相手とインター

ネットを通して話し合いの機会を持つことで，自分

自身の考え・価値観などを内省しながら自分・相手

への理解を深めること，相手との相互理解を図る努

力をすることが大きな目的であった。学生が正直・

率直に自分の意見を述べることを促すために，投稿

の内容について教師が評価することはないことを明

確に伝えた。また，学生の積極的な参加を奨励した

が，「画面上」に現れる参加のみが「積極性」を表

すものではないという考えから，投稿の長さによっ

て参加の度合いを評価するという方法は取らなかっ

た。また，学生たちが自発的に，自由に意見交換を

する場としてのテレコラボレーションを構築するた

めに，教師はディスカッションの内容について意識

的に介入をさけた。「意味」（ディスコース）を構築

するのは個人であり，普遍的・絶対的に「正しい」

意味があるわけではない。学生たちの批判的な思考

を育成するにあたり，彼らの自発的な発言の奨励と

教師の介入のバランスが重要なのはもちろんである

が，人との関わりにおいて変化する「意味」（ディ

スコース）を体験することを重んじたため，例え学

生たちがステレオタイプの助長となりうる意見を投

稿したり支配的ディスコースを用いたりしていて

も，今回のプロジェクトにおいては教師の介入に

よってそれらを回避することはしなかった。この教

師の介入の問題に関しては，今後の課題として後ほ

ど触れる。 

データとして学生の意見投稿文（スレッド），教

室内での話し合いの録音，学生のプロジェクトに対

する感想や意見（アンケートと個人インタビュー）

を収集し，批判的ディスコース分析（Fairclough，

表 1 ディスカッション・トピックと使用言語 

 トピック 使用言語 投稿数  トピック 使用言語 投稿数

1. オタク 日本語 12 

2. 中国の人口問題 日本語 9 
7. 食文化 

日本語・ 
英語 

20 

3. 台湾と日本の少子化 日本語 8 

4. 宗教 日本語 5 

 8. 大学の
授業 

日本語・ 
英語 

14 

5. 宇宙探査 日本語 7 

第
１
回
目 

6. 世界の危機言語 日本語 13 

第
２
回
目 

9. 銃社会 
英語・ 
日本語 

13 
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1995）の理念と手法を用いて分析を行なった1。批

判的ディスコース分析とは，応用言語学と教育学に

またがる批判的応用言語学のひとつのアプローチで

ある。Fairclough（1995）に代表される批判的ディ

スコース分析は，マイクロ（談話），マクロ（言

説）両者のディスコースを批判的に分析することを

通して，社会の不平等，差別，不公正な社会情勢を

支えるイデオロギーを明らかにすることを目的とす

る（久保田，2008，p. 26）。批判的ディスコース分

析の理念を用いることで，実践に参加した学生らが

社会に蔓延するどのような支配的（あるいは反支配

的）言説を内面化し，それを自分の意見として表現

することでどのような自己アイデンティティを具現

化しているのか，さらに，それが対話を通してどの

ように変化したのかなどを明らかにする。 

 

4．分析・考察 

どの話し合いも一見スムーズに始まった。しかし

その内実，参加学生たちは不安や「不快」も感じて

いた。例えば，N大学の学生の中には「相手の聞き

たいことに応えられているのだろうか」という不安

を担当教師に訴えた学生もいた。また，A 大学の学

生らも「不快」ともいえる複雑な感情を担当教師に

伝えている。その原因の一例として，第一回目の話

し合いが日本語のみと設定されていたため引き起こ

された N 大学の学生のリテラシー行為が挙げられ

る。自己紹介をするにあたり自分の名前を（ごく簡

単な名字であっても）全てひらがなで書くなど，A

大学の学生を「日本語（漢字）が不自由な者」とし

て位置づける投稿があり，A 大学の学生の「苦笑」

を引き起こしたのだ。しかし，そういった不安や

                                                           

1  プロジェクト開始時に，参加者に研究対象としてデー
タを使用することについての許可を求めた。拒否して
も，評価に一切影響がないことも説明した上で，許可
する場合には同意書に署名をし，提出してもらった。 

「不快」は，授業内では表現されたものの，投稿文

には表現されておらず，オンライン上では，あくま

でもスムーズに「アメリカ／日本の学生と対等に話

し合いを行える」自分というアイデンティティが構

築されていった。 

一方で，この「スムーズさ」が「意味のある対

話」に発展できるのかどうか，筆者らは問題を感じ

ていた。このような「対等な自分」のアイデンティ

ティ構築は，話し合いの空間を「安全な場」として

構築するのには必要な過程なのかもしれない。意見

交換をする上での「安全な場」の必要性は，上述の

Helm, Guth & Farrah（2012）でも議論されており，

筆者らもそれ自体を問題視する訳ではない。しか

し，安全性を重視するあまり，Kern（2000）が問

題視するように，学生の態度に変化がなかったり，

「差異」の助長になったりするケースに陥っている

のではないか，というのが筆者らの懸念でもあっ

た。 

詳細に分析をしてみると，それぞれ「対等な自

分」のアイデンティティ構築が行われている中に

も，話し合いや当事者間の関係構築の過程に違いが

あることが明らかになった。ここでは，「危機言

語」と「オタク」の話し合いをケースとして取り上

げる。この 2つの話し合いに注目した理由はいくつ

かある。まず，どちらも，参加学生たちが真剣に取

り組んだ「成功例」であると筆者らは評価している

が，内容面において実践中からも違いが観察され

た。また，学生たちのやり取りを観察しながら，筆

者らが「ステレオタイプの助長ではないか」，ある

いは「相手が不快に思うのではないか」と心配を

し，特に学生たちの動向に注意をはらっていたケー

スでもあった。以下では分析を通し，何が違ったの

か，その原因は何だったのかを明らかにしていきた

い。 
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4．1．事例 1：危機言語 

「危機言語」をトピックにした話し合いには，A

大学の言語学を専攻とするユダヤ系アメリカ人の大

学 3 年生サラ（仮名）と N 大学の 3 グループ（グ

ループ K，L，M）が参加した。N 大学の参加学生

は，大学の所在する北関東出身者が多いとは言え，

中には日本の他地域出身の学生もおり，日本国内で

の習慣・言語の違いを認識していることも発言から

見うけられた。 

「危機言語」とは標準語（言語帝国主義）の創

造，あるいはマクドナルド化に代表される生活様式

の同化の一面を持つグローバリゼーションに影響を

受け，消失の危機に面している言語である。実際

に，今後 100 年あまりで地球上の 90％の言語多様

性が死滅するだろうという意見もある（フィリップ

ソン，スクトナブ=カンガス，1999）。英語帝国主

義などが批判されるアメリカで学ぶ学生と，「世界

言語」である英語を学習することが大切であるとい

う教育政策・方針のもと英語教員免許取得をめざす

日本の学生の間で，「危機言語」に対してどのよう

な話し合いがなされるのか，興味深いトピックで

あった。 

 

〈スレッド 6：危機言語についてサラからの質問〉 

今学期のブログは世界の危機言語について考

えようと思います。皆さんにとって色々な言

語や方言を守ることは大切と思いますか？世

界の人々は同じ言語を話すことはいい点と思

いますか？色々な意見をたくさん聞きたいで

す。 

 

「危機言語」をテーマにプロジェクトに取り組ん

でいるサラからの上記の投稿に答える形で，話し合

いが始まった。まず，グループ K に注目し，返答

の内容をみていく。 

 

〈スレッド 6-2 2：グループ K〉 

私たちは世界の言語を学ぶことは大切だと思

います。 

その理由は，日本の中にもたくさんの方言が

あります。私たちの大学は日本の中のいろい

ろな場所から集まった人がいます。 

そこでたくさんの言葉を初めて知ることが楽

しいです。 

日本語は優しい言葉やあたたかい言葉がたく

さんあります。私たちは日本語がとても好き

です。 

世界にはたくさんの言語があります。それぞ

れの国の人々が自分の国の言葉を大切に思っ

ているはずです。 

それなので，私たちは世界の人々は同じこと

ばを話さなくていいと思います。 

何かわからないことがあったら何でも聞いて

ください。 

 

危機言語について意見を求められたグループ K の

学生は，「日本では言語的多様性が認められてお

り，方言が大切にされている」というリベラルな

ディスコースを用いた返信をした。これはグループ

L，M にも共通していた。プロジェクト後のアン

ケートではこの話し合いに参加した学生から「答え

が難しかった」というコメントがあったが，投稿さ

れた意見には彼らの葛藤や迷いが表現されることは

なく，リベラルなディスコースを用いることで，

「見知らぬ他国の学生と対等に意見交換ができる自

分」というアイデンティティを構築したと思われ

る。しかし，これらの返信では，「危機言語」は他

国のものであり，日本にはそのような危機はないと

いう，例えば沖縄語やアイヌ語の存在を無視した，

支配的ディスコースが再生産されてしまっていると
                                                           

2 スレッドのナンバーは，〈トピックの番号-投稿の順
序〉である。 
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言えよう。 

また，投稿の最後の一文で，「何かわからないこ

とがあったら何でも聞いてください。」と述べるこ

とで，グループ K の学生は，相手とのラポートの

形成を試みたと考えられるが，それは同時に自分た

ちを情報提供する「教える」側に位置づけており，

これもまた「できる自分」のアイデンティティ構築

を意識した発話であったと考えられる。これに対

し，サラは「日本語の優しい言葉やあたたかい言葉

について，もう少し説明してくださいませんか」

（スレッド 6-5）と投稿をした。このサラの投稿

は，グループ K の構築した「情報提供者」として

のアイデンティティを受け入れ，情報提供者と情報

受容者の関係を助長したものである。このサラの投

稿を受けて，グループ Kは以下の返答をした。 

 

〈スレッド 6-10：グループ K〉 

「日本語の優しい言葉やあたたかい言葉」と

いうのは，ていねいな言葉だと私たちは思っ

ています。 

日本語は相手や場面によって，同じ意味でも

言葉を使い分けます。 

例えば，「ありがとう」という言葉も，てい

ねいに言い換えると，「ありがとうございま

す」という言葉になります。 

日本では，このていねいな言葉を敬語（けい

ご）といいます。 

 

グループ K は「日本語」について説明するという

立場を取ることで，自分たちを「母語話者＝情報提

供者」，サラを「語学学習者＝情報受容者」として

再度位置づけており，母語話者・語学学習者の二項

対立構造が再生産されていると言える。さらに「日

本語には敬語という“あたたかい”言葉使いがある」

という意見において，「あたたかい」あるいは「敬

語」の背景にある文化的価値観を自省せずに，日本

人論的ともいえるステレオタイプをも助長する結果

となっている。 

次に，参加者たちによる「危機言語」の解釈の協

働構築に注目する。参加者間で「危機言語」の意味

がどのように交渉された（されなかった）のかを，

ここではグループ L とのやり取りを中心に見てい

く。 

 

〈スレッド 6-3：グループ L〉 

＞＞＞言語や方言を守ることは大切と思いま

すか？ 

はい。そう思います。 

なぜなら，言語や方言を守ることは，自分の

国や生まれた場所へ誇りをもつことにつなが

ると思うからです。 

 

グループ L も上記グループ K と同様に「言語・方

言を大切にすべきである」というリベラルなディス

コースを内面化した意見を述べることから始まっ

た。それに対し，サラは「それはそうかもしれませ

んが，たくさんの人々は危機言語を大切にしないと

思います」（スレッド 6-6）と反論している。ここ

でサラは「人々から大切にされていない言語」（あ

るいは社会的・政治的な状況のもと「誇り」を持ち

たくても持てない人々が話す言語）が危機言語であ

るという意味の交渉を試みている。それに対するグ

ループ Lの返信が以下である。 

 

〈スレッド 6-9：グループ L〉 

交流する時は，同じ言語で話すことが大切だ

と思います。 

しかし，それは，自分たちの言語や方言を忘

れることとは違うと思います。 

サラさんも，日本語を勉強していますが，母

国語を大切にされていると思います。 

ここで質問です。 
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サラさんは，なぜ，たくさんの人々は危機言

語を大切にしていないと思うのですか？ 

 

「他の言語を学ぶ」ことと「大切にしない」ことは

もちろん違うのだが，サラが伝えようとした「人々

に大切にされていない言語」としての「危機言語」

の存在はここでは認められているとは言い難く，自

分たちの用いたリベラルなディスコースを繰り返し

ていると考えられる。グループ L の参加者は，あ

る言語が「危機」に晒されるのはその言語の話し手

が自分の言語を大切にしないことに理由があるとい

う前提のもと，自分の言語を大切にしない人はいな

いだろうから「危機言語」も大切にされているはず

だという論理を提示している。グループ L の学生

は，個人との関係からのみ言語を捉えており，様々

な力関係が交錯する社会で言語が序列化され，ある

言語が消滅に追いやられるという政治的な側面は認

識していない。さらに言えば，このグループ L の

返信は「共通語を学ぶことは大切」だが，共通語を

学ぶことは「（他の言語を）忘れることとは違う」，

共通語も自分たちの言語（方言）も同等であるとい

う，社会的な力関係を考慮しない，リベラルな支配

的ディスコースを用いており，話し合いを通して，

彼らが内面化したディスコースの変化，揺らぎは見

られなかった。 

これに対してサラは再度，投稿の中で「危機言

語」の意味構築を試みる。 

 

〈スレッド 6-11：サラ〉 

私の経験で，たくさんアメリカ人はよく危機

言語について考えていないかもしれませんか

ら。例えば，高校や大学の学生は危機言語の

トピックをあまり勉強していないと思いま

す。他の国の人々の考え方をよくわからない

けど，ほとんどの人々は危機言語を大切にし

ていないと思います。 

サラは「学校で勉強しない」，つまり「正統に扱わ

れない」という意味を「危機言語」に持たせようと

する。しかし，このサラの試みにも返信がなされ

ず，ディスカッションは終了した。結果，サラは

「大切にされない，正統とみなされない言語が存在

する」という社会的な力関係を意識したディスコー

スを内面化した意見を，グループ L は「みんな自

分の言語を大切に思わないはずはない」というリベ

ラルなディスコースを内面化した意見を，それぞれ

が主張するままに終わっている。 

実は，この話し合いに参加した学生の一人は沖縄

出身の沖縄語話者であった。自分にとって身近で

あったはずのトピックに対して自己開示をしておら

ず，危機言語である沖縄語に関しても投稿は見られ

なかった。学生自身が沖縄語＝危機言語と認識して

いなかったのか，認識していてもそれを提示するこ

とで自分自身のマイノリティとしてのアイデンティ

ティ開示をすることを避けたのかは定かではない

が，ここでこの学生が何らかの一石を投じていれ

ば，学生たちが内面化したそれぞれのディスコース

に揺さぶりがかけられ，新たな意味の協同構築につ

ながる可能性があったのかもしれない。しかし，そ

の責任を一人の当該学生にのみ押し付けるのは，強

者の理論である。実際に，このような場面で教師が

介入をし，それぞれの意見に揺さぶりをかけること

は可能なのかもしれない。この点に関しては，今後

の実践課題としたい。 

このディスカッションにおいて，「危機言語」と

は何なのか，なぜ多くの人々は自分たちの言語を大

切にしていないと思うのかなど，参加者間で「危機

言語」の意味形成を行える機会は幾度かあったにも

関わらず，それらの機会は見過ごされてしまった。

そしてグループ L の学生にとっては，言語を大切

にするのはあくまで個人であり，社会の力関係によ

る作用は「危機言語」の意味の一部として認識され

ないままに終わった。その結果，全体としてディス
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カッションは「日本は方言を大切にしている，危機

言語の問題はない」という支配的ディスコースのま

ま進められており，N大学の学生の「危機言語」に

関する認識は変わらなかった。またサラも「話し合

いを通してトピックに関する意見が変わったか」と

いうアンケート調査の設問に 5 段階スケール3の 2

にマークをしており，話し合いを通して「危機言

語」に関する自らの理解や考えに何らかの変化が

あったとは認識していない。 

「危機言語」について参加者同士で意味の協働形

成が行われなかったことは，N大学の学生たちのア

ンケート上のコメントにも反映されている。 

 

・「色々な言語や方言を守ることは大切だと思い

ますか？」という質問の答えが難しかったの

で，それぞれの国の人々は自分の国の言葉を

大切に思っているはずなのではないかと思っ

たので，そのような言葉で返信しました。 

・英語にはない感情を表すことが難しかった。

「どちらも大切」という概念がないのか，答え

が極端だった。 

 

自分の意見を発信できたという認識はあるものの，

相手の考えの理解，意味の協働構築への意識が薄い

ことがわかる。相手がどのように「危機言語」とい

う言葉を用いているのか，また相手がどのような考

えを持っているのかを理解するのではなく，「みん

な大切に思っているのではないか」という根拠が曖

昧な一般論にとどまっている。これは自分の考え・

意見としても深まっているとは言えないだろう。こ

のような表面的なやりとりは，「答えが極端」とい

うコメントにも現れている。なぜそのような意見を

相手が持っているのかを探求するよりも，「どちら

も大切という概念がない」というふうに相手を判断
                                                           

3  5 段階スケールは，（5：強く同意する～1：同意しな
い）である。 

することで終わっている。これは，相手との関係が

深まらなかった現れともとれる。 

この話し合いに参加した N 大学のある学生から

「日本語で書く時と英語で書く時に，どんな違いを

感じましたか」というアンケートの質問に対し，以

下のようなコメントがあった。 

 

・日本→相手がどうしたらわかるか，易しい日

本語を用いるようにした。英語→文が間違っ

ていないか，不快に思わないか注意した。→

目線が変わったように思った（先生，生徒の

ような） 

 

日本語を使う際には，学習者である相手がわかる

ように「易しい日本語」を使う一方で，英語を使う

際には，英語母語話者である相手に対し「間違って

いない」「不快に思わない」文を書くことで，相手

への言語的な気配りをしている。それと同時に，相

手に認められる自分，つまり正しい英語を使える自

分というアイデンティティの構築，つまり体面を重

視したことがわかる。さらに，「目線が変わったよ

うに思った（先生，生徒のような）」という言葉か

らもわかるように，日本語母語話者である自分，英

語学習者である自分という立ち位置から，相手との

関係が「先生・生徒」，つまり情報提供者・受容者

という関係にとどまり，意味の協働構築をする対等

な関係という意識には及んでいない。 

一方で，サラは一連のやり取りに関してどのよう

なことを考えたのであろうか。実践後のアンケート

に，彼女は「ばかなことを言う心配をしないで済ん

だので，英語での話し合いの方が安心だった」（オ

リジナルは英語，訳は筆者ら）と書いていた。この

コメントからは，言語によって相手に判断される自

分の姿を意識していることが読み取れ，N大学の学

生と同様，「対等な自分」「できる自分」というアイ

デンティティの構築にとらわれていることがわかる。 
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4．2．事例 2：オタク 

「オタク」のトピックは，A 大学 1 年生のデニー

（仮名）が提示したものである。デニーは，中国人

母とアメリカ人父の間に生まれ，小学 2年生までを

中国で過ごした。日本のポピュラーカルチャー，特

に J‐ポップとアニメに大変興味をもっており，高

校までは「オタク」だったと自称する。N大学から

は，それぞれ 3 名で構成されたグループ A と B が

話し合いに参加した。グループ分けを決定した際，

4 名は自分自身もアニメやマンガに興味があり「オ

タク」であるということをトピック選択の理由とし

て担当教師に伝えている。 

では，「オタク」のスレッドでは，どのような話

し合いが展開されたのだろうか。 

 

〈スレッド 1：オタクについてデニーからの質問〉 

オタクはどんな人たちと思いますか。 

オタクは社会にどんな影響をしていますか。 

オタクと引きこもりはどんなところが違いま

すか。 

 

デニーの挙げた上記三つの質問から「オタク」につ

いての話し合いが始まった。ここではグループ A

とのやり取りに注目し見ていく。 

 

〈スレッド 1-2：グループ A〉 

オタクとは，趣味（暇な時にやりたいこと）

を持っていて，いつもその趣味を楽しむこと

を考えている人たちだと考えます。 

オタクは，その趣味に関わる商品などを，値

段の高いものもたくさん買うので，経済には

良い影響を与えていると考えます。悪い影響

としては，オタクの中にマナーの悪い人がい

たり，オタクの服装（着ている服の見た目）

が悪く，まわりの人が嫌に思うということな

どが考えられます。 

（オタクと引きこもりが）大きく違うところ

は，オタクは家の外に出るというところと，

仕事をしている人が多いというところだと思

います。また，引きこもりは趣味を持ってい

ない人も多いので，家では特に何もしていな

い人が多いと思います。 

 

この返信は，2000 年代に入り台頭してきた「クー

ルジャパン」のディスコース，アニメやマンガを日

本の経済発展に利用しようとする支配的ディスコー

スを反映したものと考えられる。「オタク」の購買

力を肯定的に捉える風潮の中、ドラマなどでの「オ

タク」の取り上げられ方も大きく変化した。20 代

の学生たちにとって，「オタク」のイメージは，ま

さに「クールジャパン」の押し進めるイメージと重

なっていることがわかる。グループ B も同様の

ディスコースを用いて返信している。 

しかし，グループ A と B が内面化したこの明る

くポジティブな「オタク」という意味形成に，デ

ニーが一石を投じる。 

 

〈スレッド 1-4：デニー〉 

色々なリサーチをしましたが，あるオタクた

ちには自分の世界で生きていると思います。 

毎日パソコンの前に過ごし，それは，社会に

何も貢献していないと思います。(´∩｀。)

そして，その人たちはゲームやアニメのもの

を現実の世界に表せる，ほかの人を迷惑をか

けてしまって，殺人事件もあました。 

多くなオタクは確かに社会にいいことをして

いますが，あるオタクたちは，社会に悪い影

響もしていると思っています。 

 

デニーは，部屋に引きこもり，社会貢献もしていな

い，というネガティブな「オタク」の意味形成をし

ようとした。日本でも 80 年代後半から「オタク＝
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犯罪者」のような言説が創り出されているが，デ

ニーの返信はそのディスコースを内面化したもので

あると言える。さらにグループ B への返信で，デ

ニーは「私も昔はオタクでしたから，すごくわかり

ます。でも，やっぱり自分の生活と親に大変な迷惑

をかけてしまいました。」（スレッド 1-5）と自己開

示的な投稿をしている。N大学の学生が内面化した

「クールジャパン」のディスコースに挑戦するため

に，デニーは自己開示を行ったと考えられる。これ

は，N大学の参加者の半数以上が自分も「オタク」

であると感じている中，またデニー自身が自分も

「オタク」であると言っている中，自己のアイデン

ティティを否定的に捉える意見であった。ここで，

グループ A はデニーの提案するネガティブな「オ

タク」の意味形成に反発すると同時に，デニーの自

己開示と向き合うために，積極的な交渉を開始す

る。そして，そのためにデニーの考える「オタク」

と自分たちの考える「オタク」の共通点・相違点を

図式化（図 1）し，オタクの意味形成の拡充を図っ

た。 

 

〈スレッド 1-7：グループ A〉 

オタクと引きこもりについて，みんなで分か

りやすい画像をつくったので，ファイルを添

付しました。 

デニーさんのオタクのイメージは，画像の中

の「オタク＆引きこもり」だと思います。 

オタクも引きこもりも，とても意味が広く，

いろいろな人がいます。 

（図１） 

 

この図を作成する過程で，グループ A は，自分た

ちの意味する「オタク」を内省し，デニーの「オタ

ク」観を取り入れた。これは意味の協働形成に向け

た働きかけとも理解できるのではないだろうか。さ

らに，この図式化は，学生たちが自発的に，授業時

間外に行ったものであり，課題で求められている以

上の労力・時間・スキルを使ったものであると言え

る。異文化理解のコースにおいて，コンピュータで

の図の作成は求められてはいないが，図式化するこ

とでコミュニケーションギャップを埋めようとした

自発的な努力（「自己投資（self-investment）」）で

ある。しかもこの学生たちは，コンピュータで図を

作成する仕方は知っていたものの，この時点で，

ディスカッション・フォーラムへの図の投稿の仕方

は知らなかった。実際，図を作成した後，その共有

の仕方を相談しに担当教師の研究室を訪れている。

つまり，自分たちの言いたいことを伝えるために，

ICT スキルも向上させている。この行動は，彼らの

「伝えたい」「理解し合いたい」という気持ちの表れ

ともとれ，そのために「自己投資」を行ったと言え

るのではないだろうか。 

この図表による提示の工夫はデニーに伝わり，彼

女の「オタク」に関する意識が変化したことがデ

ニーの返信から窺える。以下，デニーからの返信で

ある。 

 

〈スレッド 1-9：デニー〉 

画像ありがとうございます！！ 

ひきこもりは 人生をいやがている人たちと

思ういます。 

オタクは，興味をもって，毎日その興味に関

することしているだけとおもういます。 

もちろん，多くな人は働いていて，社会に貢

献もあります。 

でも，その一分のオタクは 社会の雰囲気も

変わっていると思います。 
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ここでは，図に対する自分の理解を単に文章化した

だけのようである。しかしデニーは，スレッド 1-9

投稿の 30 分後，続けてもうひとつ投稿をしている

（スレッド 1-10）。 

 

〈スレッド 1-10：デニー〉 

画像はわかりやすくて，自分もう一度考えま

した。ありがとうございます。 

もっと深い理解ができました。ありがとうご

ざいます～！！ 

 

図を使った投稿は，デニーにさらなる内省を促し，

彼女の「オタク」という語彙の理解に変化をもたら

した。デニーは，アンケート調査の「話し合いを通

してトピックに関する意見が変わったか」という項

目においても，5 段階スケールで 4 にマークをして

いる。さらに，デニーは実践後のインタビュー4で

「オタク」という言葉の意味に対する理解の変化を

以下のように述べた。 

 

話し合いをする前，私はオタクと引きこもり

が同じだと考えていて，暗いイメージだけを

持っていたけれど，日本の学生たちは，明る

い感じもあることを教えてくれました。彼ら

の意見を聞いて，オタクを説明するにはいろ

いろな要素があることが分かって，オタクの 

深い意味を理解することが出来ました。 

 （オリジナルは英語，訳は筆者ら） 

 

彼らは，結果として「引きこもり」に「暗い」（ネ

ガティブな）イメージを付加してしまったが，自分

たちのアイデンティティの一部である「オタク」を

肯定的に捉える意味を協働構築することに成功した

と言えるのではないだろうか。さらに「オタク」に
                                                           

4  インタビューは英語で行なった。日本語訳は筆者らに
よる。 

も「いろいろな人がいる」（スレッド 1-7）と述べ

ることによって，一面的な「オタク」の理解からよ

り複雑な理解へと発展させている。「引きこもり」

を他者化しネガティブなイメージを与えることは，

異文化理解の視点から好ましくないという批判もあ

るだろうが，ここでは，参加者間において，お互い

への理解・共感が深まり，関係に変化があったこと

に注目したい。グループ内で意味を協働構築するた

めに，グループ外の者を「他者化」することの危険

性について，教師の介入によって避けることが望ま

しいのかどうかは議論の余地が残るところである。 

相手を理解しようとする彼らの姿勢は，後のアン

ケートでの N 大学の学生のコメントにも表れてい

る。 

 

・私たちの生活の中のことで当たり前だと思っ

ていることが，他の視点で見ると全然違って

いることがあった。 

・お互いにイメージだけで考えを持っている場

合が多かったので，違っている部分や不足し

ている部分を補うことが大切だと思った。 

・意見を伝え合うだけでは平行線なので，話の

まとめ方や対応の仕方には工夫が必要とわ

かった。 

 

相手との違いを認識した上で，共通認識を構築しよ

うとする努力，つまり，協働意味形成を意識するコ

メントだと考えられる。また，この意識は，お互い

の関係構築にも変化を与えているのではないだろう

か。デニーも，言語に不安を持ってはいたものの，

その気持ちの変化を「友達と話しているみたいだっ

た」（オリジナルは英語，訳は筆者ら）と表現した

（アンケートより）。 

以上の「危機言語」と「オタク」の二つの事例の

分析から，参加者同士の関係の変化の違いが明らか

になった。どちらも「アメリカ／日本の学生と対等
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に話し合いを行える自分」というアイデンティティ

構築から始まったが，一方では「出来る自分」とい

う体面を意識した関係にとどまり，また一方ではお

互いを理解し合おうとする過程を通して，相手（の

意見）を尊重する「友達」のような親近感を持つ関

係に変化している。このような差は，もちろん個人

の性格や相性に帰するところも大きいのだろうが，

テレコラボレーション上の投稿の分析結果からは，

文化・意味の協働形成も要因の一つであったと考え

られる。 

同じ言葉・語彙を用いていても，その理解やイ

メージは個人によって大きく違う。意味の共通理解

に到達することは，言語学習，異文化理解教育のど

ちらの観点からしても大切なことである。また，あ

る語彙の意味は，その言語の母語話者が所有し，そ

れを学習者が受け入れ理解するものではなく，対話

を通してお互いに協働構築していくものである。今

回の「オタク」の話し合いにおいては，非母語話者

の持つネガティブな「オタク」の意味を取り入れる

ことによって，母語話者の「オタク」の意味も広が

りを見せている。そして対話の過程において，交渉

し，折衷することで，言語の理解が深まるだけでな

く，相手との関係も深まっている。 

今回の事例では，文化・意味の協働構築のきっか

けは母語話者の形成した意味に挑戦した一人の言語

学習者である参加者の「自己開示」的な発言であっ

た。しかし意味の協働構築は，その発言を真剣に受

け止め，それに応えるために「オタク」の意味の明

確化を試みた（母語話者）参加者らの「自己投資」

の姿勢なくしては成しえなかったことでもある。こ

の「自己開示」と「自己投資」が，今回のテレコラ

ボレーションでは「文化・意味の協働構築」を促進

し、さらには、テレコラボレーションにおける「二

項対立構造」の回避につながったと思われる。母語

話者・学習者の二項対立を超えた関係が構築される

ためには，他者が意味することを理解しようとする

とともに，自分自身の理解する意味を今一度内省

し，表現したいことを明確化した上で，それを相手

にわかってもらうための努力を惜しまず，共通理解

をめざすという意志や姿勢が鍵となるのではないだ

ろうか。 

 

5．おわりに 

従来のテレコラボレーションの実践の多くにおい

ては，相手と「繋がる」ことが重視されてきた。言

語教育の場合は実際に繋がる中でことばをつかって

みることや母語話者の言語使用を真似るといったこ

とに主眼が，また，異文化理解教育の場合は繋がり

を通して文化的情報や知識の収集・交換をすると

いったことに主眼がおかれていた。本実践は，そこ

からさらに一歩踏み込み，他者との対等な関係の構

築，文化・意味の協働形成を達成するためのテレコ

ラボレーション実践を目指すためのヒントを模索し

た。 

本実践の分析から，意味のある対話的な繋がりを

実現するための二つのキーワードが明らかになっ

た。まず一つ目は，「自己開示」である。体面を気

にし，他者の目に映る自己像から抜け出せないこと

が対話や関係構築の妨げになることがわかった。も

ちろん話し合いの相手に対しての体面もさることな

がら，授業の一環として行なう実践においては，教

師への体面も大きく影響をしているだろう。話し合

いの相手と教師に対して「できる自分」「よい学

生」という自己像を提示したいがために，自己開示

を避け，意味交渉の過程で折衝や衝突を回避する。

これは学生なりの生きる術なのかもしれないが，対

等な関係構築のためには，ネット上での「安全な」

第三の空間の構築に加えて，既存のイメージや自己

に果敢に挑戦することを奨励する教室づくりもまた

必要なのではないだろうか。 

二つ目のキーワードとしては，「自己投資（self-
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investment）」が挙げられる。相互理解を基盤とす

る対等な関係を築くためには，参加者たちの自己投

資を引き出すことが重要である。そのためにはト

ピックの社会的背景への配慮も大きな課題となる。

「オタク」の事例が「危機言語」と比べ，より対等

な関係へと発展したことの一つの理由として，ト

ピック自体が参加者にとってより身近であったこと

が考えられる。しかし，「危機言語」の話し合いに

は，実は沖縄語という危機言語を話す学生が参加し

ており，身近なトピックになり得たはずである。し

かしその学生は話し合いへの自己投資をしなかった

（できなかった）。これは，「自分はオタクである」，

「自分は危機言語話者である」というアイデンティ

ティと，その背景にある支配的ディスコースの社会

的な位置づけや価値観との関係が大きく影響してい

るのかもしれない。つまり，話し合いへの参加者の

態度や姿勢は，社会全般での不平等な力関係や差別

偏見の縮図であるとも言える。単に話しやすいト

ピックを選ぶのではなく，学生らの自己投資を引き

出し，また学生らがより平等で公正な社会の創造を

めざすための後押しをする，教師の工夫が求められ

る。 

今後の課題としては，教師の果たすべき役割と

ディスカッション内容への介入について更に見直す

必要性が挙げられる。例えば今回の「危機言語」の

ディスカッションのように支配的ディスコースが揺

るぎなく内面化されている場合，あるいは「引きこ

もり」を他者化した場面において，教師が内省を促

す投稿をすることも可能であろう。しかし，その時

点で評価権限を持つ教師が介入することには議論の

余地が残る。教師の介入でたとえ反支配的ディス

コースとの折衝が行われたとしても，教師と学生と

の力関係が作用するため，「良い学生」としての体

面を意識した意味構築に陥る危険があり，話し合い

の成果としての意味の協働構築には至らない可能性

がある。適切な介入については慎重に判断すべき課

題である。 

テレコラボレーション活動において，ただ単に課

題をこなすために意見交換をする「繋がり」ではな

く，お互いに刺激し合い，変化・成長を促す「繋が

り」を培うことが重要だと考える。他者との対等な

関係構築や文化・意味の協働形成の試みは，言うま

でもなくテレコラボレーションの場においてのみ特

化される活動ではなく，日々の生活において周りに

いる人々との関わりの中でも目指されるべき営みで

ある。グローバル化が進む社会において，他者と関

わる機会と場が多様化，拡大化される中，人と人の

より平等な関係を構築する力を養うための教育活動

の一つとしてテレコラボレーションを今後さらに活

用し，発展させていきたい。 
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Article 

Developing a telecollaborative third space: “Self-disclosure” and  

“self-investment” in achieving co-construction of meanings 

  

 KUMAGAI, Yuri* KATO, Reiko 

 Smith College, Northampton, MA Tokyo University of Social Welfare, Japan 

 

Abstract 

The increased accessibility to new communication technologies enabled many language and 

cultural learning classrooms to incorporate “telecollaboration” (O’Dowd, 2011) in their 

curriculum, connecting students in different parts of the world via online tools. Many of those 

projects aim to provide “authentic” experiences for the learners and tend to place importance 

on being “connected.” However, just “being connected” does not necessarily mean having a 

“meaningful interaction” (Ware, 2005). Given such criticisms, in this study, we critically look at 

a telecollaborative discussion project implemented between two college classrooms in the US 

and Japan. To investigate the process and the outcome of the exchanges, we examined 

students’ writings on the discussion board, audio-recordings of classroom discussions, and 

students’ reflections on the project, drawing on the post-structuralist view of language and 

culture, and using the critical discourse analysis (Fairclough, 2003) as an analytical tool. Our 

analysis suggests that “self-disclosure” and “self-investment” were the keys to facilitate co-

construction of meanings which played a vital role in enriching their interactions. 
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