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1．はじめに

第 二 言 語 習 得（Second Language Acquisisi-

ton：以下，SLA）研究における社会文化的視点
は，言語学習・習得は個人の頭脳の中で起こる言
語認知体系の変化だと捉える認知的視点へのアン
チテーゼとして 1990年代前後より提示されるよ
うになった。発達心理学分野の Vygotsky（1978）
らの思想を源流に持つ社会文化的アプローチ
（sociocultural approach：以下，SCA)（Wertsch, 

1991）などの概念理論を背景に築かれた SLAの

言語学習・能力観からは，学習活動を個の単位で
なく，社会への参加という形で学習・習得を理解
しようとする学習・習得モデルが提示されている
（Lantolf, 2000；ほか）。こうした理論的枠組みの
意義付けに有効となるのが，社会学の分野で築か
れてきた，社会との関係において当事者間でおこ
るその場のやり取りの描写を分析するエスノメ

ソドロジーや会話分析などの方法論である。van 

Compernolle（2015）は，社会文化的理論の枠組
みに基づく発達理論とその場の相互行為分析の方
法論的枠組みを統合することによって，SLA研
究においても社会的相互作用を重視した学習・習
得に関する議論が深まるだろうと指摘している。
本実践は，留学生と日本人学生との合同授業の
中で実践したインタビュー詩という芸術表現活動
における相互行為のプロセスを社会文化的視点か
らみようとするものである。インタビュー詩は，
「異交通」，つまり「文化コードが違う，習慣が違
う，言葉がちがう人同士のコミュニケーション」
（栗原，2016，p. 151）を通した，詩という形式
を用いた芸術表現活動であり，参加者の言語習得
が本来の目的ではない。加えて，この合同授業も
同様に言語学習を目的としていない。しかし筆者
らは ,学生同士の「異交通」の中に，従来の SLA

研究の言語学習・能力観では見過ごされてきた創
造的かつ主体的なコミュニケーションのプロセス
を観察した。そしてその実態は，言語学習におい
て獲得するべきとされてきた目標としてのコミュ
ニケーション能力のあり方を再考する重要な示唆
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概要

社会文化的アプローチによる第二言語習得研究では，言語能力を個に閉じられた能力でなく，

個人と個人をとりまく社会的関係や環境との相互作用の中で捉えている。本稿では，インタ

ビュー詩という「異交通」の場において ,それぞれが様々なリソースを媒介手段としながら協

働して実践に参加するプロセスを考察した。言語規範が揺さぶられるプロセスは相互作用のな

かで生成する。参加者同士の学び合いの軌跡と考察から，言語教育におけるコミュニケーショ

ン能力の概念を問い直す可能性が示唆された。
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を与えてくれた。本稿では，社会文化的視点から
みたコミュニケーション能力の背景となる言語能
力観をもとに，あるペアのインタビュー詩の作成
過程における動的変化を分析し，その意味を読み
解きたい。なお，本稿において使用する「第二言
語」という用語は，狭義の第二言語のみならず外
国語も含むものとする。

2．SLA 研究における言語能力観
― 認知的視点と社会文化的視
点

コミュニカティブ・アプローチ（CA）は第二
言語習得（SLA）研究において，現在最も一般的
な外国語教授理論および教授法である。CAの概
念の基盤となる言語能力観を打ち出した Canale 

& Swain（1980）は，それまでの SLA研究の常
識であった言語文法の知識だけでなく，言語運
用の適切さに関する知識も研究対象として含む
べきだとし，コミュニカティブ・コンピテンス
（＝「伝達能力」）の重要性を主張した。Canale 

& Swainは，言語を心的な構成物だと捉え，母
語習得理論としての伝達能力（Hymes, 1972）を
4つの下位能力（文法能力，社会言語能力，方略
的能力，談話能力）に分類し，この「伝達能力」
の獲得こそが SLAの目標である「コミュニケー
ション能力」だと主張した。CAはこうした認知
的視点に立った SLA理論を背景とし，学習者が
コミュニケーションのために必要だとされる「伝
達能力」を，外部からの情報として個人の脳内に
「内在化（internalization）」するメカニズムに拠っ
て立つ教授理論あるいは個人能力主義的教授法で
ある。
一方，1990年前後からの SLA研究において，

このような認知的視点とは全く異なる理論的枠
組みとして，文脈やプロセスを重視する SCAに

基づく言語能力観が提唱されるようになった。 

SCAの理論的枠組みでは個人の学習を，記号，
言語，人工物，他者といった様々な媒介手段（文
化的道具）との関わりや他者とのインタラクショ
ンを通して言語使用の有様を学び，個人の中で質

的に変化をさせて「内化（internalization）」 1する
（Wertch，1998）プロセスと捉える。もとより他
者とのインタラクションは，Long（1981）のイ
ンタラクション仮説のように，従来の SLA研究
においても重要な要素とされている。しかし，認
知的 SLA研究において他者とのインタラクショ
ンは，あくまで個人の内的習得（獲得）のための
気づきをもたらす補助的な要因という位置づけで
あり，インタラクションを通して目指されるのは，
脱文脈化され，一般化された言語知識とスキルの
獲得である（Ellis, 2009，p. 12）。
これに対し SCAによる SLAでは，人間の行

為と媒介手段は不可分の関係にあると捉えてお
り，自と他の能力間に明確な境界線を認めない。
SCAが示す発達理論と同様，社会的相互作用を
重視する SLAの枠組みとして，Kramsch（1986），
Young（2008）らは ,「相互行為能力（Interaction-

al competence=IC）」という考えを提示し，SLA

における ICを「学習者が母語とは異なる記号シ
ステムに順応し，間主観的（intersubjective）な
リソースを使いながら，徐々に正確さ，流暢さ
を高め，複雑さを増す形で他者と協働的に相互
行為のレパートリーを構築する」能力（Young, 

2008，p. 101）と定義している。このように，個
別の文脈における再現不可能な一回性と他者を含
む媒介手段とのインタラクションこそが重要だと
考える SCAによるコミュニケーション能力の概
念は，認知的 SLAでの捉え方とは大きく異なっ
ている。Youngは主に談話上の ICのリソースを，
談話上の（参加の度合いを含む）アイデンティ
ティ，言語的リソース，相互行為のリソースの 3

つに大きく分類して提示しているが，リソースは
SCAによる SLAの文脈上，言語学習の 4技能全
てを統合したリテラシー能力の発達を促すための
媒介手段と読み替えることが可能であることから，
筆者らは，活動や実践の枠組みそのもの，文字・

1 Vygotskyは internalizationという用語を使ってい
るが，internalizationという用語は認知的 SLA研究
における「内在化（interiorazation）」と同じ用語で
あるため，SCAの視点においては例えばLantolf and 
Poehner（2014）は，この用語を interiorization また
は in-growingと翻訳している（p. 44）。認知的視点
による情報処理的意味をもつ「内在化（internaliza-
tion）」と他者を含む媒介物の引き込みによる学びの
意味と区別するために吉田（2001）は日本語の訳
語を「内化」としている。
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音・絵を含む全ての記号システム，また談話上の
様々な相互行為やアイデンティティ，言語を含む
あらゆる記号を境界なく使用する行為もリソース
に含めることとした。また学習者がある具体的な
環境においてあらゆる知識や技能を総動員させて
行う言語学習は，学習者にとっての到達目標であ
ると同時に，さらなる学習に向けてのリソースと
なるのである。

3．教室実践― 日本人学生と留学
生の協働による「インタビュー
詩」2 の作成

3．1．インタビュー詩の概要と目的

インタビュー詩という活動は，大阪・釜ヶ崎の
NPOココルーム代表で詩人の上田假奈代が考案
した詩作りの手法である（上田自身は，この手法
を「こころのたねとして：こたね」と呼ぶ）。こ
の活動は，芸術による社会的包摂を目指すココ
ルームの活動の一環において，他者理解や人の話
を聴くこと，表現することそのものを目的とした
活動である。この活動では，書き手は自己の内面
や想いを主題に詩を書くのではなく，他者との相
互インタビューを通し，対話による協働によって
詩を作って行く。具体的な手法は次の通りである。
まず参加者はペアになり，参加者全体に共通のひ
とつのテーマに沿ったインタビューを行う。共
通のテーマは，「会いたい人」「かばんの中身」な
ど，身の回りにある何気ないテーマであることが
多い。そこから聞き取ったことをメモし，メモに
書かれたことをもとに詩を書いていく。インタ
ビューは緊張感があったほうがよく，互いによく
知らない，話をしたことのない人同士のペア作り
が推奨される。ペアが決まったら先攻・後攻を決
め，相互インタビューを一定の時間（本稿の実践
では 10分づつ）行う。その後，制作時間を取り，
詩の形にまとめ，完成したら，全体で発表と鑑賞
を行う。発表まではペアを組んだ相手に自分の書
いている詩を見せないこと，タイトルをつけるこ
とがルールである。字数，レイアウトなどは自由
であり，辞書などを使うことも自由である。ここ

2 後述するように，この手法を考案者の上田自身は
「こたね」と呼ぶが，ここでは教室での実践の際に
用いた「インタビュー詩」という語で統一する。

では他者の話が「たね」となり詩になっていくわ
けだが，表現形式は詩であるため，事実を書こう
としなくてもよいし，想像力／創造性を働かせる
ことが推奨される。できあがった作品には，相手
の話が素材でありながら，どこかしら作り手の表
現がにじむ。100％相手の作品でも，100％自分
の作品でもなく，相互の協働，それぞれの存在の
にじみあいによって作品ができあがることになる。
栗原（2016）は，ココルームの活動に触れる
と「野生知」，すなわち「強い精神性を生み出す
創造性，それを直に感じる感性」のひらかれを感
じるという（p. 152）。「野生知」とは，「専門知」
や「教養知」とは異なり，「生存というぎりぎり
のところで役に立つ」ような知のあり方である。
その「野生知」を考えるのに必要な概念として
「異交通」の概念がある。「異交通」とは，命令を
伴う「単交通」，同化を伴う「双交通」と異なり，
「文化コードが違う，習慣が違う，ことばが違う
人同士のコミュニケーション」（p. 151）であり，
それはたとえ「全くことばがわからなくても，身
体と身体が向かい合うと，そこに通じ合うものが
でてくる，身体性に富んだ交通」(p. 151)である。
つまりここでは，よい作品をつくるとか，詩を書
くこと自体も既に目的ではなく，作品を書くとい
うことを「口実」に，むしろコードの異なる人同
士が，「異交通」を体験することそのものが目的
となる。
本実践として行ったインタビュー詩は，教員養
成大学における教育学部英語教育専修の専門科目
「異文化理解研究」（日本人学生 24名）と留学生
科目「現代日本論」（17名）という 2科目の合同
授業 3 の中で行ったものである。この活動の目的
はことばを媒介とした他者理解であるため，活動
時の使用言語を特定していない。我々は，学習者
同士が様々な言語と出会い，自己を相対化するこ
とによって ,「異交通」によるコミュニケーショ
ンを成立させ，「日本人対留学生」という二項対
立を乗り越えることを期待して実践した。

3．2．本研究の活動の枠組みとデータ

初回の活動（2016年 4月 20日）は，上記のイ

3 この合同授業は課外授業や短期の合同授業の試行
を経て，全過程（15回）を通して行うことになっ
た。本年度はその 2年目である。2015年度の全容
については和泉元，岩坂（2016）を参照されたい。
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ンタビュー詩作成手順に従い「新しい環境で私が
体験したこと」というテーマで行った。本実践で
は，翌週の授業（4月 27日）でもう一度同じペ
アになり検討を行い，1回目に作成した詩を再考
し，修正する行程を加えた結果，合計 44の詩が
完成した。その中から本稿では，日本人学生（M）
とドイツ人留学生（R）の作品を分析対象として
取り上げる。これらの作品を取り上げた理由は，
双方の相互作用から生じた多様なリソースの活用
が作品上に顕著に表出されていたためである。分
析にあたっては，詩の作成過程においてMと R

自身がワークシートに残した感想や気づきのメモ，
授業担当教師（執筆者）の観察ノート，そして
MとRに対して行った事後のインタビュー 4 の録
音を文字起こししたテキストをデータとした。事
後のインタビューは，主に 1回目と 2回目の作
品変化の確認とその理由となった考えや修正後の
作品に対する作者としての意図等を質問の中心と
した半構造化インタビュー形式で，一人約 45分
間（2016年 5月 18，19日）行った。なお，作
品およびインタビューデータの研究目的の使用に
ついては両学生の同意を得ている。

4 研究者が参加者に行うフォローアップインタ
ビューという手法では，インタビューをする側の研
究者とインタビューされる側である参加者にはお
互いの関係性によって力関係が生じるため，研究者
の質問の提示の仕方や答えに対する反応の仕方に
よって，導かれる答えが変わってくるのではないか
という指摘（森，2004）がある。この点について
Talmy（2010）は，回答者＝情報提供者という固定
的な位置付けだけでなく，インタビュー者ととも
に社会参加を果たす同士へと視点を変えることに
よってパワーバランスの是正が期待されるとして
いる。本実践後での学生へのインタビューの要請時
においても，当該学生はインタビュー者である教師
に対し，驚きと不安を口にした。この段階では学生
の意識の上で，授業担当者（権力保持者）対受講生
（権力不保持者）という構図があっただろう。教師
は Talmyのこの指摘を踏まえ，本研究の目的であ
る，自己を解放させる言語教育のあり方を説明し学
生とこの目的を共有するよう試みた。そのうえで，
あらためて学生には，評価者としてではなく研究者
と研究協力者という立場でのインタビューを要請
し承諾を得た。

3．3．作品とプロセスの記述5  

日本人学生Mの最初の作品（図 1）の特徴は，
留学生 Rから聞き取った情報の全てを紙面に盛
り込もうとしている点である。その理由について
Mは，教師との事後インタビューの中で，この
時点では Rのことを「あまりよく分かっていな
かった」ため，「下手なこと（間違ったこと）は
書けないなと思って（笑）（略）とりあえずイン
タビューの表面をなぞるような感じでまとめまし
た。」と答えている。また，絵をつけた理由につ
いては，最初から計画したものではなく，文字の
部分が紙面の左に寄ってしまったため，余った余
白の右側に絵を描いた，その近くにいた日本人学
生が「うわー，すごい可愛い」と褒めてくれたた
め「調子に乗って」結果的に絵が増えていった，
と述べた。

2回目の作品（図 2）では，作品のテーマが食
べ物のことに絞られている。この理由について
Mは，お昼前の授業時間であったこと，自分と
Rの食の好みの共通点を見出したことからM自
身がテーマ設定をした，と述べている。この作品
の特徴は，日本語（ひらがな，ローマ字），英語，
ドイツ語という複数の言語を混在させていること，
また「モグモグ」「mogmog」というオノマトペ
を作品の中に導入したことである。こうしたM

のアイデア着想の背景と作品の意図は，事後イン
タビューの中で以下のように説明された。

「唐揚げ，お好み焼き（笑）おいしいです
よね」っていう話を（Rに）した後，「そ
ういえば，ドイツ語で好きだ，○○が好
きだって何って言うんですか？」って聞
いたら，ここ（紙）に Ich mag…と書いて
くれ」（略）た。（その時）「マグって可愛
いな。ドイツ語のmagって可愛いな（略）

5 Mと Rの一回目の作品の中で作品およびテキスト
中の下線部が意味しているのは，本実践の 2回目の
授業時に教師が，ペアで話し合った結果，特に筆者
が修正をしようと考えた部分に印をつけるように
との指示に従い，それぞれの作者がつけたものであ
る。なお，本文では一般化するために作者の名前の
表記を匿名にしたが，図中の作品とそのテキスト部
分においては，それぞれの作品としての味わいを尊
重したいこと，また両者とも作品を含め，論文発表
を含めた研究への公表に同意していることから，あ
えて固有名詞をそのまま残すこととした。
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マグって『モグモグみたいだね』みたいな
感じでちょっと盛り上がっ」（略）た。

さらに，動詞 magの主語変化いう文法規則に
ついて，ドイツ語母語話者 RがMに教えるとい
うやりとりがあり，Mは，「難しかったことが分
かった時の瞬間が楽しかった」と述べている。こ

れらの言語素材を得たMは，読者への伝わり方
を以下のように考えて表現上の工夫をした。

「これ（題名）を一番最後に作ったんで
すけど，読む人はこっち（題名）を最初
に読（みますよね）。（実は）mogmogは

日本語の意味でのモグモグ（だけど）,

図 1．M が作成したインタビュー詩（1 回目）：左が M の作品，右がそのテキスト部分（わかりやすく
するために枠囲みした）。

図 2．M が作成したインタビュー詩（2 回目）：左が M の作品，右がそのテキスト部分（わかりやすく
するために枠囲みした）。番号部分は筆者。
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「mogmog」って最初は多分（モグモグと
は）読みづらいと思うんですよ ,「もっ
ぐ？」みたいな。(それと )日本人（に）
は「マグ」と「モグ」（は）ちょっと一緒
に見えるじゃないですか。(でも，題名の
ところでは読者にはまださとらせない効果
をねらって )最初の「mogmog」は（ロー
マ字だけど）絵文字（の代わりのローマ字
表記）。下にいくにつれて，日本語の「も
ぐもぐ」（(2)(3)が出てきて）（(4)で「mag」

が（出て）くる）。（ちなみに）magが（＝）
好き (の意味 )。最後に「mag もぐもぐ」
(7)が出て（きて，という風に読者には）
モグモグ（と）magという (音の )印象
を与えておいて，最後に「マグ」「モグモ
グ」って何でしょう？ 似てるなあ，と思っ
て（題名に戻ると「mogmog」は）「モグ
モグ」だったんだなあっていう（風に読者
があらためて）感じるの方が面白いかなあ
と。」

図 3．R が作成したインタビュー詩（1 回目）：左が R の作品，右がそのテキスト部分（わかりやすく
するために枠囲みした）。番号部分は筆者。

図 4．R が作成したインタビュー詩（2 回目）：左が R の作品，右がそのテキスト部分（わかりやすく
するために枠囲みした）。番号部分は筆者。
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さらに，(7)で「私（ドイツ語 Ich）」が主語の
文と同じ内容を (8)で「私たち（ドイツ語Wir）」
で言い換えて締めくくっている流れの意味・効果
について，筆者は事後のインタビューでMの意
図を確認した。その結果，次のようなことが分
かった。まず第一に，Mは「mag」という新し
く出会ったドイツ語のことばから日本語の音「モ
グ」を連想し，作品中「マグ」と「モグ」を重ね
て使用した。これによって，ドイツ語と日本語と
いった二分立ではとらえられない，両者のブレン
ドした表現を創造したと言える。次に，イラスト
についても意識的に和と洋の食器をあしらったと
解説した。最後に，2つの作品を比べた時にどち
らが好きか，という質問に対してMは，1回目
の作品は 2回目に比べて，まだお互いがよく打
ち解けていなかったこともあり，「ひたすら質問」
で「表面をなぞるような」形であり，作品自体も
「文章的」であるのが「面白くない」と感じてい
るのに対し，2回目は「すごい（とてもよく）話
（対話し）ながら」「作った時の気持ちが楽しかっ
たのと，なんか詩っぽく出来たなあって満足（感）
が（笑）」あると述べた。また，このようにして
「自分で解説してみて，(あらためて )面白いと思
いました。」と全行程を振り返った。

Rの作品は，1回目（図 3）と 2回目（図 4）
で，一見ではさほど変化はないように見える。し
かし，事後インタビューでは， R自身が修正のプ
ロセスで様々に思考を巡らせていたことが明らか
になった。具体的には，自分自身が持つイメージ
の「詩」のスタイルに沿うよう，詩の始め部分で
韻を踏んだ表現（「日」(18)，(大学 )「に」(19)，
「きもち」(20)）の脚韻部分）や改行によって描
かれる場面が変わることを視覚的に読者にイメー
ジさせた点を指摘した。Rは，(14)を (22)(23)

に改行することでMの気持ちをクローズアップ
することができる，また，(16)の 1行を (25)と

(26)に分けることで Rは，「笑いの効果が」うま
れると思った，またこの詩をもしも動画で撮ると
したら，(25)で場面を切り替えて，「全力で走る」
Mのカットで終わることをイメージした，と理
由を説明した。
教師（筆者）は 2回目の修正のためのペアで

の話し合いを行う前に，授業で「不安のきもち」
という表現を例にとり，この中の「の」の語法は

不自然であることを確認した。その上で，詩とい
う形式の作品の中ではこうした表現も許されるた
め，必ずしも訂正の必要はないことをクラス全体
で共有した。その結果，修正後の作品では 2つ

の文法箇所について Rは以下のように決定した。
1つ目は，主語と述語が文法的に合っていないと
Mから指摘を受けた文 (15)である。Mから「し
んせつな人に」を活かすのであれば「道を教えて
もらった」となり，「道を教えてくれた」の方を
活かすのであれば主語は「しんせつな人が」でな
ければ意味を成さないという 2通りの選択肢を
提示され，Rは前者のように修正をすることにし
たという。2つ目は，教師から不自然な表現だと
指摘のあった「不安のきもち」という表現である。
Rはこの表現が不自然だと知ったが修正しなかっ
た。
この理由について事後インタビューから，次
のようなことが分かった。まず第一に，Rはこの

表現の不自然さについては「無意識だった（ため，
教師に不自然な表現の例としてクラスに紹介され
たことに）びっくりした」という点である。つま
り Rはこれについての言語知識を教師の指摘に
よって知ったことを意味する。そして第二に，こ
の表現について 2人で話しあった結果，最終的
には，たとえ日本語としては違和感があったとし
ても，あえてそれを訂正しないという明確な意思
のもとに修正しないことを選択したという点であ
る。その理由について Rは次のように述べた。

T（教師）：あそこで例に出したから，「ああ，
そうなんだ」と。

R：そうですね。ちょっとびっくりして，強
調になると思ったんです。普通には（不安）
「な」なんですけど，ですから (不安 )「の」
にしたら，ちょっとびっくりするから「の」
にしました。

T：びっくりするから「の」にした ?

R：びっくりしたじゃないんですけど・・・
T：分かる，分かる。もっと説明して。
R：強調かな。強調のため。不安の大切さを表
すためかな。

T：不安の大切さ ?

R：大切じゃない。深刻さ。
T：深刻さ ?

R：不安の・・ん？
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T：頑張れ，頑張れ。
R：何て言うか（15秒間の間）そんな場面だっ
たら不安になるといい気持ちじゃないんです
よね。

T：うん。ね。
R：ですから，不安の（8秒間の間）重さ？
T：重さ？
R：表したかったかな？
T：表したかった。
R：その気持ちの重さ，深さ。そういう感じか
な。

T：この気持ちの不安という気持ちとか感情を
際立たせたかった。強調したかった。

R：うん。そうですね。そうだと思います。
T：だから，逆に不安な気持ちって自然に言う
よりは，ここをちょっと・・

R：ちょっと変わった形で。
T：変わった形に置いた方が聞いている人は，
ん？って

R：効果的に。
T：効果的に使えるかなと思った。
R：そうです。
T：なるほど。

このように，Rは表現の響きに違和感があるか
らこそ，読者にとっては逆にその不自然さが「不
安」を強調する効果として発揮されるのではない
か，と考えていたことがわかる。Rは，この活動
全行程のふりかえりとして感想メモに「最初は
ちょっといやなことになると思いましたが，結
局ずいぶん（思ったより）楽しかったです。」と
書いている。事後インタビューで，これまで自
国（ドイツ）での学校生活でこのような個人的な
体験を話すことがあまりなかったこと，「日本語
の能力にあまり自信がない」自分が，外国語（日
本語）で話さなければいけないことに対する「恐
怖」があり，「心配だった」ことを確認した。し
かし，「やってみたら意外と楽しかった」のは，
ひとりの作業でなく，「話し合い」によるもの
だったからだと述べ，Mの作品を見た時，「自分
の話が伝えられたということがうれしかった」そ
うである。また，自分の作品についても「よくで
きた」と感じていた。そして RもMと同様，修
正個所に納得しているという点で，2回目の作品
の方が気に入っていると語った。

4．考察― 社会文化的視点からみ
た参加者の言語学習

本稿は言語学習を社会文化的視点で捉え直すこ
とを目的としている。社会文化的視点では，個人
の言語学習を，個人を取り巻く社会的関係や環境
を全体として捉えることが重要であることは上述
した。ここでは，上で紹介した記述からMと R

それぞれがどのようなリソースを利用して言語を
学習し，リテラシー能力を発達させているかを考
察したい。

4．1．境界線を超越した記号システムの利用
―主体性と創造性の表出

Mは，作品の中で日本語，英語，ドイツ語の
多様な表記（文字），さらには絵を境界線なく用
いて表現を行っている。この行為は，たとえば
García（2009）がバイリンガル教育において提
唱する「トランスランゲージング（Translanguag-

ing：以下，TL）」に通じるものがある。TLとは， 
学習者が持つ全ての言語資源をひとつのつながっ
たレパートリーとして捉え，言語だけでなく，音
声や画像，絵文字などを含んだ「全ての記号シス
テム」を境界線なく，状況に応じて柔軟に使うこ
とにより，人間がインタラクションを通じて自己
形成する過程と不可分な言語の学習が実現される
とする概念およびその行為，そして学習・教授法
(p. 45)である。Garcíaは，学習者がもつすべて
の言語レパートリーを資源と呼び，多言語話者が
教室外で自然に行っている TLを教室においても
積極的に活用し，教授法として積極的に取り入れ
るべきだとしている。そうすることによって，学
習効果を上げるための自由で創造的な学習の場が
創設され，学習者は「選択権は学習者本人にある
ことを自覚し，メタ言語意識を高める」と指摘し
ている（加納，2016，p. 12）。また加納（2016）
は，学習者が自らの言語資源の豊かさと，それを
活用することで広がる可能性に気づくことによっ
て得る自由と主体性が，言語学習上の枷となる心
理的抑圧・否定の壁を解消する（p. 12）として
いる。
バイリンガル教育において TLによって効果的

な学習効果が得られるのと同様に，本活動におい
てMが Rのドイツ語の言語資源をも活用しなが
ら行ったドイツ語・英語・日本語・絵の混ぜ書き
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もまた，言語学習上の心理的抑制を取り去り，創
造的，主体的に作品を完成させるリソースとなっ
て学習効果を発揮したのではないだろうか。M

にとって，ここではドイツ語も英語も日本語も，
音遊びと詩作りのリソースである。Mは様々な
記号を垣根なく使い，自由に遊びながら，創造的
に詩作りを楽しんでいる。そしてドイツ語の「文
法の難しさ」（ここでは Ich（私）がWir（私た
ち）になると動詞 magが語形変化することを指
している）や，綴りの日本語との類似性（mogmog

［日本語のオノマトペ「もぐもぐ」］と mag［英
語の「like」にあたるドイツ語の動詞］）すら，本
人は意識していないにせよ，遊びの道具になって
いる。新しい言語に出会ったという新鮮な歓びは，
新しいおもちゃを目の前にした子どもの好奇心に
も似て，かつ描かれる絵の食べ物のように快さと
なって身体に感受される。Mは Rとの文法知識
のやりとりを「難しいほど楽しい」という感覚で
捉えている。また，Mが経験した楽しさや周囲
の人に褒められる嬉しさは，心理的抑圧・否定の
壁が低くなったことの現れであり ,「このような
プロセスを通して学習者は自らの『声』を取り戻
し，思考と理解を深め，言語力を磨く機会を得る
ことができる」（加納，2016，p. 14）のである。
横田（2009）は，現状の言語教育の課題の一

つは，ことばのもつ遊びや創造の可能性，いわば
豊饒性がやせ細ってしまっていることだと指摘す
る。教師が「相手（学習者）のためを思って」役
に立つことを教育しようとすればするほど，むし
ろそれがひとつの言語の「基準（正しさ・美しさ
など）」を示すことになり，教師は気づかぬうち
に言語の裁判官，あるいは番人のような立場に
たってしまう。それがひいては言語自体に備わっ
ている変化の可能性や，他者・学習者のもつ言語
の可能性から自閉することにつながるのではな
いか。教師の意図を越えて表出したMと Rのイ

ンタラクションにおいて垣間見える遊びの要素
は，境界線を超越した記号システムの利用が許さ
れる枠組みにおいて心理的抑圧・否定を低くした。
その結果，個人の創造性と主体性が取り戻された，
といえないだろうか。ドイツ語については全く初
心者であるMは，創造的な日本語とドイツ語の
混ぜ書きにおいて，自身にとっての外国語である
英語の文法規則（語順）を意識的に利用した。つ
まり，Rとの相互行為によって自らが使用する言

語規則や発音に関する自覚的知識であるメタ言語
意識を高め，2つの言語間の境界を超越し，言語
情報の相違をリソースとして利用する主体性と創
造性を発揮できたのである。

4．2．談話上のアイデンティティの利用― 自

らの言語規範の創造

従来の SLA研究では，学習者が，NSという

理想化されたモデルに到達する過程が研究の対
象であったが，Firth & Wagner（1997）は，こ
ういった見方が理想化されたモデルに到達でき
ない学習者を「欠陥のある言語使用者（deficient 

communicator）」（p. 288）と捉え，学習者に対す
る偏見を生み出していると批判し，学習者の場の
共有者・当事者としての見方を重視することを主
張した。SCAの概念では目標言語の到達モデル
としての NS,未発達または到達途中の NNSとい

う捉え方を否定している。しかし，理論的基盤は
異なるものの，学習者のゴールは NSの規範に追
随するのではなく，自らの言語規範をもつこと
であるという考えは，近年，SCAの視点のみな
らず SLA研究の主流である認知的アプローチに
おいても同様の主張をする研究領域もある。例え
ば，従来のコミュニケーション能力の構成要素
のひとつ，学習者の語用論的能力の習得・発達
のプロセスやメカニズムを解明しようとする中間
言語語用論研究では，社会文化的文脈を意識さ
せることが重要である。清水（2009）は，近藤
（2009）他の主張を引きながら，「社会語用論的
規範に関するものは話手自身の社会文化的アイデ
ンティティと深く関連しているため，それを無視
して NS規範をモデルとして押し付けることは問
題であろう」（p. 279）と指摘している。その上で，
Kramsch（1991）や窪田（2005）らの主張を踏
襲し，「言語の文化的側面の学習は ,教師によっ
て押し付けられた特定の言語使用パターンを受動
的に受け入れることではなく，学習者自身でどの
ような言語行動を自分のレパートリーとして受け
入れるかどうかの決断を繰り返す作業であるべき
である（p. 279）」としている。
既にある規範を外部に求めてそれをダウンロー
ドするのではなく，自らの規範を形成していく過
程そのものがゴールになるという考え方は，作家
多和田葉子が提示する言語教育観にも通じている。
多和田葉子は，社会により適応するための言語教
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育ではなく，また，正しいか間違っているか，上
手なのか下手なのか，という第三者の価値基準に
よる評価を自明視する従来の言語学習のあり方を
問い直し，むしろ学習者が従来の言語から逸脱し
ていくことに言語の力そのものを見出そうとする
（多和田，管，野崎，2004）。多和田は「言葉の
持つアナーキーな力」（p. 132）を重視する。そ
のアナーキーな力は「まず初めに正しいことが
あって，後で退屈だからそれを壊していくための
力」ではない。壊す力は言葉の中に「初めから含
まれている」のである。「言語には，成り立とう
としているけれども，同時に壊れようとしている
力が含まれていて，だからこそ生きている」ので
あり，ことばに敏感な人なら誰しも「ずれた言い
方をしたいという欲望」があるのだという。この
「ずれた言い方をしたいという欲望」というのは
SLAの文脈でいうならば NSの言語規範への抵抗
であり ,学習者に浸食してくる外部の規範に抗お
うとする力となって発揮されるのではないか。外
部から浸食してくる規範に従っている限りは，存
在論的な意味でその個人にしかできない言語表現
を実践することは困難である。芸術性や（音）遊
びという要素はどの言語にも含まれるものだが，
幼児教育などを除けば SLAではそうした視点は
正確さや効率に押しやられて周縁化されてきたと
考えられる。しかし，RはMとのインタラクショ

ンによって ,あえて「不安の気持ち」という NS

にとって違和感のある「ずれ」た表現を選択した。
この Rの主体的な選択を可能にしたのは，ひと
つには「言葉のもつアナーキーな力」がリソース
となったのかもしれないが，やはりこの逸脱を承
認したMとのインタラクションなくしては実現
し得なかったであろう。

Rが活動の中で「無意識に」産出した「不安の
気持ち」という表現は，NNSである R独特の表
現であった。ただしこの時点では，この表現が
いわゆる NSの規範に照らせば不自然な「ずれ」
た表現であることに Rは気づいていない。この
後この「ずれ」を教師の指摘によって意識化す
る。そして，NSの規範から逸脱することを最終
的に決断する権利が R自身にゆだねられている
という前提のもと，NSであるMとのインタラ

クションによって得られたMからの肯定的な評
価に後押しされ，言語規範を外部に求めるという
これまでの習慣を乗り越え，自らの規範を創造さ

せるに至ったと推察される。このようにして，違
和感のある Rのこの日本語の表現は，目標言語
（なるものがあるのだとすれば）への途上の，未
熟な，あるいは不完全なことばではなく，不完全
でなければならない必然性をもった完全なる表現
になった。Mとの対話は，この作品で Rならで

はの，Rにしか書けない表現を意識的に可能にし
たのである。このように Rは，教師やMの言語
的リソースと自らの重層的なアイデンティティを
利用し，学習の主体性を取り戻した結果，活動当
初に感じていた「恐怖」の感情が，最後には「結
局ずいぶん楽しかった」と活動の充実感を覚える
に至ったといえる。教室という学習の場において
NSの規範からの逸脱を奨励されることは少ない。
このことに象徴されるように，自らの言語規範を
創造する可能性を奪っているのは，NSの言語規
範を無批判に受け入れる教師と学習者の関係の上
に成り立つ教育の場そのものではないだろうか。

4．3．参加の枠組みの利用― 言語活動におけ

る芸術性を活かす「インタビュー詩」

インタビュー詩は，活動デザイン上，教師がリ
ソースとして利用した参加の枠組みである。この
枠組みにおける言語活動の特徴として，教師が注
目したのは「再現不可能な一回性」，「芸術性の重
視」，そして「他者と自己の文化のにじみあい」
である。もしインタビューではなく，独力で詩を
書くスタイルだったとしたら，詩はまるっきり
違ったものになるはずである。あるいは，ペアの
どちらかが欠けても，二度と同じ作品は生まれえ
ない，というその一回性にこそ存在論的な意味が
ある。学生たちは，インタビューという参加の枠
組みがあって初めて，他者の話をモチーフに詩が
書けたという満足感や，自分の話したことが他者
の作品に聴き取られていることを感じ取った満足
感を感じることが可能になったと考えられる。ま
た，このとき教師が行った「表現が不自然では
あっても，それを修正するかしないかは学習者に
ゆだねられている」という指示は，詩という形式
が持つ自由さがあってこそ可能だったのではない
か。つまり，詩という形式が，ともすれば外部に
ある既存の規範に自ら従おうとする教師や書き手
の意識をほどき，規範を相対化し，主体性を取り
戻すことを可能にしたといえる。それは，言語教
育において規範はひとつの尺度に過ぎず，すべて
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ではないことを学習者に暗に伝えている。ただ示
された規範を受け入れるのではなく，既存の規範
を内破し，自分が規範を作って行く主体として言
語を学ぶという意味での主体的な学習者の姿がそ
こにある。
本活動には，それまで特に興味を持っていたわ

けではない人へのインタビュー，与えられた共通
テーマ，制限時間など，制約も多い。しかし，こ
の枠組みそのものに，ときには制約さえもまた
一つのリソースとするしたたかさが含まれている。
参加者たちは全く無制限な条件で対話を促される
よりもむしろ，与えられたテーマの下，決められ
た時間の中で，インタビューする側・される側に
徹することによって，より安心で安全な環境を学
習者に提示することができる。周りのリソースを
全て活用し，いまここで出会った者同士にしかで
きない表現を相互に支えていく力を学習者相互の
〈あいだ〉にもたらす相互行為能力の発達の視点
からいえば，作品はそうした数々のリソースの結
晶といえるのではないだろうか。

4．4．インタビュー詩というリソースと言語規

範の変容

以上，インタビュー詩という教室実践において
あるペアが完成させた作品を事例としてとりあ
げ，実践の参加者（学習者と教師）が言語能力を
発達させるために利用したリソースと動的変化の
プロセスを，社会文化的視点による SLA理論に
照らして分析し，言語学習の目的と意味を考察し
た。二人の学習者は，本実践によって境界線を
超越した記号システムの利用によって学習者の主
体性，創造性を取り戻し，談話上のアイデンティ
ティの利用により，学習者自らの言語規範を創造
させることを成功させた。Mと Rはこうした様々
なリソースを利用した結果，それぞれが固有の表
現主体として，固有の味わいを大切にした作品を
誕生させた。そしてそれを可能にしたのは，イン
タビュー詩という芸術の枠組みである。規範から
ずれた新たな規範を作り出していくプロセスにお
いては，もともとの規範のイメージが前提になる。
通常，言語の形式を強く意識していく詩作という
行為では，日本語とドイツ語という言語形式の境
界や，ずれる対象としてのもともとの言語規範の
イメージは通常の相互発話行為より強く意識され
ると思われる。このように明確な言語意識を持つ

ことと，他者とともに自らの言語意識を創造する
ことはなぜ可能になったのだろうか。それは，イ
ンタビュー詩という枠組みの，既存の言語規範
を意識しつつ，それを逸脱することが許される
芸術性にある。インタビュー詩はそれ自体が言語
学習のリソースとなっているのである。この枠組
みの中では，通常の会話では無意識のまま通り過
ぎてゆく自らの発話行為を意識化し，可視化する
ことが求められる。ことばの正確さや自然な表現
への認知的な気づきは重要なリソースである。こ
の気づきがなければ，そこからの逸脱もできない
からである。Rはまず，言語に関する認知的な気
づきや他者とのインタラクションをリソースとし
て自己の規範を変容させた。そして，逸脱が歓迎
される芸術という枠組みの中で，自分の規範に基
づき表現を主体的に選択することによって，日本
語 NS的規範に基づいた文法的正確さを超えるこ
とが可能になったといえる。これらは教師が指示
したものではなく，相互の協働によってうみださ
れたものである。このように，言語学習とは様々
なリソースを媒介手段として自己の言語規範を変
容させ続ける果てしないプロセスである。そして，
言語規範が変容するためには，コードの異なる人
間同士による「異交通」の場を持つことが不可
欠なのである。「Ich mag もぐもぐ」というMの

記号の混ぜ書きや「不安の気持ち」という Rの

不自然な日本語の表現は，CAの概念を基盤とす
る言語学習上では従来の NSを規範に発展途上の，
未熟で不完全な表現として評価されるだろう。し
かし，文脈における一回性と他者とのインタラク
ションを重視する SCAの観点で読み解けば，初
対面の二人がインタラクションを通し，IC能力
を含む全ての技能を総合した相互行為能力を高め
ることによって主体性と創造性を取り戻してゆく
プロセス，それ自体が価値のある言語学習である。
さらに，それぞれの作品は同時に次の作品へのリ
ソースとなって，徐々に洗練され，複雑さを増す
形で他者と協働的にインタラクションのレパー
トリーを構築している。Mと Rの作品は一回目，
二回目のどちらも，それぞれがその場のリソース
を総動員して完成させた，唯一無二の作品なので
ある。

5．まとめ
本稿は，インタビュー詩という具体的な活動に
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おける，ある一組のインタラクションを事例とし
て言語学習の動的変化を分析し，その意味を読み
解こうとしたものである。インタビュー詩という
芸術表現活動の目的は，「文化コードが違う，習
慣が違う，ことばが違う人同士のコミュニケー
ション」を通して「異交通」，すなわち同化でも
命令でもないコミュニケーションを体験すること
である。筆者らは，教師の介入なしではなかなか
対等な立場でコミュニケーションを成立させるこ
とが難しい日本人対留学生という二項対立を乗り
越えるための活動としてインタビュー詩を取り
入れた。この活動を通してMと Rが経験したコ
ミュニケーションが「異交通」たりえたのか，本
人にとってどれほどの意味があったのかは最終的
には本人にしかわからないのであり，教師を含め
他人が判断できる問題ではない。しかし，ある具
体的な言語学習の文脈の中での彼らの学びの変化
を分析する時，学習環境を設定する役割を担って
いる教師にとって，彼らの学びの軌跡は言語教育
におけるコミュニケーション能力とは何かを問い
直すことにおいて極めて示唆的である。Mの作
品の中の様々な記号の交ぜ書きや Rの NSにとっ

ては不自然な表現は，一般化された言語知識や技
能の獲得を目標とし，第三者である NSの規範に
よって評価される従来の認知的 SLA研究の指標
では，目標言語に到達していない，発展途上の不
完全な表現でしかない。しかし，個人とそれをと
りまく社会的な関係を一体と見なした環境での相
互作用としてコミュニケーションを捉えるならば，
両者はそれぞれに様々なリソースを利用しながら
相互行為能力を発達させてコミュニケーションを
成立させている。そこには自と他に境界線を見な
い。SLAの社会文化的アプローチの理論的枠組
みは，多様なリソースの存在とインタラクション
による意思決定のプロセスを可視化あるいは意識
化することにおいて意義がある。学習者言語の記
述とその要因解明を目標とする SLA研究におい
ては，従来の認知的アプローチとは異なる多様な
観点から習得・学習の現象を捉えることが重要で
はないか。社会文化的アプローチによるコミュニ
ケーション能力とは，従来の CAからのコミュニ

ケーション能力，つまり他者とのインタラクショ
ンの刺激をうけつつも，あくまで社会的関係から
切り取られた個人が到達した NS規範を伝達する
能力ではなく，社会的関係をもつ個人が他者との

協働によって主体的に創造した言語規範を発揮す
る能力である。この概念に基づくならば，個別の
文脈における参加者同士が，多くの場合，無意識
に行っているリソースの利用や相互行為のプロセ
スを記述し，分析をすることは今後の言語教育の
教室実践のデザインに向けての可能性を見出すこ
とにつながるのである。
しかしながら，SCAアプローチからの SLA研

究分野において，逸脱への欲望や芸術，遊びをど
のように位置づけて行くか，そして「異交通」を
いかに経験させるのかという問題は，まだ議論が
深まっていない。正確な表現を学習するべきであ
るという考え方は，現在の言語学習の場において
当然のことと考えられており，逸脱や芸術や遊び
を奨励することは教師，学習者ともに抵抗感が生
じることが予想される 6。当然ながら，言語教師は
言語学習者に対して，既存の言語規範をまるっき
り無視することを推奨するわけではない。しかし
既存の言語規範に追従するだけ，盲従するだけ
の言語学習であってよいのかという問いに対し
て，言語教師はどのように応答することができる
だろうか。教師がある基準に安住し，その安定し
た場所に一方的に学習者を誘うことは，一見教育
のようではある。やる気があれば，お互いに「主
体的」かつ熱心に場をつくることもできる。だが
それは「異交通」ではない。Mと Rの作品には，
教室での対話，「異交通」を媒介とし，自らくつ
ろがないこと ,「安住しない」ことを主体的に選
択した軌跡を読み取ることができる。そして，そ
のような場を保障したのは，インタビュー詩とい
う枠組みである。学習者に「異交通」を求める以
上，教師もまた「異交通」に晒されることを覚悟
し，葛藤を引き受ける必要があるだろう。

Kramsch & Whiteside（2007）の指摘のように，
ポスト・モダン，ポスト・コロニアリズムの現代
社会において，NSは言語学習の到達モデルとし
て期待することはもはや現実的でなく，適切でも

6 この背景には学習者に正確さを求め続ける言語帝
国主義という圧倒的な力が影響していると考えら
れる（久保田，2015；ほか）。席巻する言語帝国主
義の前では，逸脱や遊び的な表現が尊重されること
はほとんど説得力は持たないかもしれない。しか
し，「野生知」に触れること，上述した要素を周縁
化しないことは，疑われることのない言語帝国主義
への問いかけでもある。
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ない。本実践では，参加者は自分の判断で自分の
対応を決めることができる場，つまり「第三の
場」（Kramsch, 1993，p. 257）において自身の言
語規範を変容させている。21世紀のグローバル
社会に必要とされる言語学習では，NSの幻想か
ら学習者を解放し，他者との「異交通」を通じて，
学習者の主体的な学びが実現する場を創設してい
くことこそが重要となるのではないだろうか。そ
のために重要な役割を担うのが教師であるが，往
往にして教師自身が従来の認知的視点のみを理論
的基盤としたビリーフによって言語学習の成果を
求めるため，学習者の実態の理解に矛盾を感じる
場合がある。教師は，教室において言語の番人
になるのではなく，教室における創造の可能性を
最大限尊重することが重要である。多和田（多和
田，管，野崎，2004）は，優等生になることも
また怠慢のひとつである（p. 133）と述べている
が，教師は学習者が既存の規範に従うことで得ら
れる居心地の良さに自己や他者を閉じ込めさせな
い場づくりが必要である。「絆創膏」の文字から
わかるように，創造とは傷を伴うものである。居
心地の良さ，美しさや正しさという基準から逸脱
し，学習者も教師も，主体的に言語の創造，文化
的実践に参加するとき，つまり，「NSのように」
上達することにも劣等生でいることにもとらわれ
ないとき，はじめて「異交通」の経験の可能性が
ひらかれるのではないだろうか。教師は ,そのた

めの場をつくっていく必要がある。裏を返せば，
教師の役割は，こうした学習者の主体性と創造性
の萌芽を邪魔しない環境を整えることしかないの
ではないだろうか。我々はMと Rの学習者とし
ての言語規範の変容を観察してきたが，変容すべ
きは学習者だけでなく，学習者の学びを評価する
理論的枠組み，そしてその理論的枠組みに立って
評価する教室内の権力者としての教師が持つ既存
の言語規範なのではないだろうか。
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Abstract

In sociocultural approaches to the second language acquisition study, language competence 

is viewed in relation to the context and the social relation between people, not solely as the 

one within the individual. In this paper, we studied how individual college students partici-

pate in “Interview Poems,” in which they write poems in pairs by interviewing with each 

other. In the activity, individuals, who did not share cultural background, were paired and 

wrote poems by using a variety of resouces as the mediational means in ikôtû, the cross-

cultural communication. An anylysis of the activity by one of the pairs demonstrated that 

the new cultural meaning was generated when the norms of language code was broken 

as a result of the cross-cultural communication. By tracing and analysing the participants’ 

learning process, we suggested that conventional notion of communicative competence in 

language education needs to be reconceptualized.
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