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学習における内言と対話

田

中

雄
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はじめに
本稿は，レフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキー (1896-1934)『思考と言語』(2001) において彼が述べてい
る内言に関する知見に依拠しながら，学校教育の場での学習過程において，児童・生徒が意味を形成し個々
人に内化していく過程における内言の持つ意義を，書きことばの状況から考察する。
今般，次期学習指導要領において「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められているが，学習過程に
おける対話行為全般を，話しことばの状況に依存した活動形態論としてのみ捉えるのではなく，対話行為に
おける言葉の意味的側面を理解し十全に機能させていくことで，単語の語義への味づけの拡張による確かな
概念形成わかる授業への道筋が開かれると捉えている。
第１章 学習とヴィゴツキー
教育心理学的な学習の意味は ｢経験による行動の
変化」とされる。一定の経験をする前と後とで行動
の仕方にある程度持続的な変化が生じたら学習 1) な
のである。ただし，そこには一定の教育的意義が内
在していることは自明である。
勝田『能力と発達と学習』(1964) は学習の心理
学的な意味は，試練をくりかえしながら，その中で，
行動を適応させるように変えていくことを指すとし
ている。つまり，広義として人間も含めて動物が，
生後に経験を通じて知識や環境に適応する態度・行
動などを身につけていくことと理解されている。
では，人間と動物の学習における差異とは何か。
この点について勝田はケーラーの研究を分析して次
の様に述べている。
「人間の知的・認識的能力が，この言語の能力とともに，ま

語の重要性を指摘している。その上で，言語を媒介
とする学習が人間に特有な行為であるとしている。
「人間の学習が，言語の学習にはじまり，そして他の領域の
学習もまた言語を介して，あるいはもっと正確にいえば，人
間的言語を介入させ，参加させて遂行されるものだと言うこ
とを強調しなければならない」( 同 .138)

また，彼は発達のサイクルと学習のサイクルとは
同じではないとのヴィゴツキーの見解を支持し，人
間の概念発達との関係で学習を捉える必要性を述べ
ている。その上で，教育が発達に干渉するのは，学
習を媒介にしているからであるとしている。とりわ
け，「見かけが教育の風を装う」という言説が極め
て重要な指摘なのである。つまり，発達に干渉しな
い教育は媒介する学習そのものに問題があると言う
ことである。

た，言語を介して発達することも明かななのである。人間の
学習は，感覚・運動的な熟達や非言語的表現能力の成長もさ

「学習のないところに教育はない。これは確実なことだ。教

らに社会的行動の種々な成長，総じて人間精神の進化と拡張

育が発達に干渉し得るのは，学習を媒介にしてなのである。

にかかわるものだから，言語の学習にかぎられるわけではな

だから，もし，見かけが教育の風を装っていても，そこに

い。しかし，言語を媒介とする学習が人間に特有であること

実質的な，発達に対する影響があるとはかぎらないのだ。」

にはかわりない」( 同 .138)

( 同 .141)

彼は人間の学習における，つまり発達における言
2017.10.23

受理

ヴィゴツキーは，『思考と言語』(2001) において
科学的概念は生活的概念よりも，より高い自覚水準
あるとの分析を通して，概念発達における教育の主
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導的役割について言及しているが，それは次の知見
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とあらゆる組合せを創り出すことである」(60・161)

によって明確に示されている。
その意味において，前述した分節①において教師
｢教授過程に適当なプログラム教材が存在した場合には，科
学的概念の発達は，自然発生的概念の発達を追い越す」(226)

彼は，学習を構造的，意味づけの過程として理解
した。教授 ( ＝学習 ) と発達との関係について，教
授は発達につづいて進むだけでなく，発達と歩調を
一つにするだけでなく，発達の前を進み，発達を前
へ進めたり，発達のなかに新しい形式をよびおこす
ことができ，これが発達における学習の主要な役割
であると捉えたのである。
｢発達曲線は学校の教育課程 ( プログラム ) の進行の曲線には
一致しない。その場合，教授は，基本的には発達の前を進む
のである」 ( 同 .296)

第２章 言語的思考と学習過程
これらの言説に依拠して教育現場における日常の
学習過程をみると大いなる懸念が生じるのである。
例えば最近になって教育現場でよく見かける次の
様な 1 単位時間の学習過程である。
①本時の課題（めあて）の設定
②追究活動（アクティブラーニング）
③本時のまとめ
④ふりかえり（メタ認知活動）
【図① 1 単位時間の学習過程例】
一見するとオーソドックスな学習過程の様に見ら
れるが問題は次の点にある。
それは，分節①課題 ( めあて ) および分節③まと
めにおいて示される直接的な言語的定義が，認知的
熟達者としての教師が授業設計時に予め準備した，
課題（めあて）やまとめという言語命題 ( 意味上の
最終権威の表現として目標に準拠した指導内容 ) で
あり，それを児童・生徒に対して本時の課題（めあ
て）や本時のまとめと称して板書し児童・生徒にそ
のままを書き写させるという行為である。
ヴィゴツキーは思考の発現に関して『教育心理学
講義』(2005) において次の様に述べている。

による課題 ( めあて ) という言語命題の提示が，単
元における児童・生徒の学びの文脈に寄りそったも
のなのかという点である。文脈的には前時のまとめ
およびメタ認知によるふりかえりの内容から派生し
た課題意識が本時の課題 ( めあて ) となるのである。
したがってそこには児童・生徒の切実感によって
支えられた内容，敷衍すると，指導計画における学
習過程での，本時段階における児童・生徒の思考に
おける一定の困難から派生した課題 ( めあて ) が存
在するはずである。そうでなければ創造的な思考活
動は発現しないとみるべきであり，実際の授業展開
においても最後まで本時の課題を理解しないまま参
加している児童・生徒を見かけることがある。
しかしながら多くの児童・生徒は健気にも提示さ
れた言語命題である課題 ( めあて ) を丁寧にノート
に書き写し色ペンで囲みながら，本時において，考
えたい課題の意識化・自覚化ではなく考えなければ
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ならない課題を理解しようとしているのである。
この様に教師によって整った環境としての学びの
文脈に乗っかかることは，児童・生徒にとっては容
易で何の支障もないことであるが，そこには真の意
味における思考は生まれないのである。
したがって，
この様な見かけが教育の風を装っても概念発達にお
ける言語を媒介とした学習であるとは言えないので
ある。
ヴィゴツキー (2005) は，ブロンスキー定義を用
いて ｢教育は意図的・組織的」で在るべきと述べて
いるが，これは生体の自然的成長過程に対する介入
であり教育過程によって社会的に再構築する過程と
いう目的的な介入であるからこそ教育的性格を持つ
のであり，ここでの目的的とは言語的思考による概
念の発達を目指すという意味である。
｢教育は，生体の自然的成長過程に計画的・目的志向的・意
図的・意識的に作用を及ぼし，介入する物として定義するこ
とができる。したがって，成長過程に何らかの程度介入し，
その過程を方向づけるような新しい反応の確立だけが教育的
性格をもつことになる」( 同 .38)

｢思考は全て一定の困難に対する解答として，環境の諸要素
の新しい難しい衝突の結果として生じる。･･･ なにしろ，思考
というのは，私たちの以前の経験を当面の課題解決に参加さ
せことにほかならない。この行動様式の特質は，結局のとこ
ろ行動に創造的要素を持ち込むことであり ･･･ 諸要素のあり

周知の事ではあるが，学習においては適当なプロ
グラム教材が必要であり，教授は発達の前をすすむ
のである。その点について，ヴィゴツキーは『心理
学の危機』(1987) の中で，学校の教育課程 ( プログ
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ラム ) とは，発達の自然的過程への心理的道具を媒

齢期の新しい基本的所産 ‐ 自覚性と随意性−を軸として回転

介とした意味における人為的統御であり，心理的道

する」( 同 .306)

具の機能について次のように述べている。
先に板書を書き写すという行為と言語的思考に関
｢教育は，子どもの人為的な発達と定義されうる。教育は，
発達の自然的過程の人為的な統御である。教育は，たんに発
達のあれこれの過程に影響を及ぼすだけでなく，行動のあら
ゆる機能をまさに本質的な仕方で再構成する」(57)

したがって，分節①で教師の為すべき人為的な統
御とは，児童・生徒の思考の発現に繋がる足場かけ
(scaffolding) である。同時にそれは，児童・生徒の
心理および行動に対する働きかけの手段としての心
理的な道具であり刺激である必要がある。
その意味において，分節①における課題 ( めあて )
は，学びの文脈に寄りそった児童・生徒の言葉によっ
て語られたものでなければ，課題解決という一定の
義務感は生じても，意志的行為によって媒介された
真の思考の発現に至ったとは言えないのである。
続いての問題点は分節③におけるまとめと称した
言語命題の書き写しにある。
まるで予定調和のごとく課題 ( めあて ) に対して
完璧な正解が言語命題として提示されるのである。
そして児童・生徒は当たり前のごとくまとめと称す
る言語命題を一字一句もらさず書き写し，課題 ( め
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あて ) とは違う色ペン ( これも教師によって指示さ
れる ) で周囲を囲むのである。
ここにきて大半の児童・生徒の集中力は一気に低
下する。学習時間の経過もさることながら，本時の
まとめを書き写すことに無事成功した安堵感からで
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して触れたが，ヴィゴツキーは精神的生産の手段と
してのことばの働きに着目したのである。
彼は『精神発達の理論』(1970) において，人間
の高次精神活動の法則は人間の人格のなかであらわ
れ作用するとして，意味と記号 ( 言語 ) の持つ道具
的機能について次のように述べている。
｢人間と動物とを心理学的側面において第１に区別する人間
の基本的な，もっとも一般的な活動は，意味づけ，すなわち，
記号の創造と使用である。われわれは，この言葉を文字通り
の正確な意味で使用する。意味づけとは，記号，すなわち人
為的信号の創造と使用である」(116)

ただし，ここでの記号とは，あくまでも人間にだ
け特有な精神的生産の手段としての道具，つまり言
語という手段のことである。ヴィゴツキーは道具主
義的方法をあくまでもその本質であるところの歴史
的 - 発生論的方法を拠り所にしており，それはたん
に発達しつつある子どもを研究するだけではなく，
教育されつつある子どもをも研究し，そこに人間の
子どもが有する歴史の本質的な特徴をみたのであ
る。ヴィゴツキー (1970) のこの心理的課題におけ
る記号と道具の使用についての考えは言語的思考を
伴う学習において重要な考えであると捉えている
｢何かの心理的課題 ( 何かを記銘したり，比較したり，伝達

ある。何故なら，この過程において児童・生徒にとっ
て大切なことは，提示された言語命題の一字一句を
見逃すことなく書き写し，ひたすら覚える 2)( 暗記 )

したり，選択するなど ) を解決するうえでの補助手段として

ことで，単元末に行われる診断的評価に備えること
なのである。
つまり，この板書を書き写すという行為は児童・
生徒にとって言語的思考を伴う行為ではないのであ
る。ヴィゴツキー (2001) は学齢期の子どもの発達
過程やその学習過程の観察を通して，学齢期の主要
な所産を ｢自覚性と随意性」および書きことばの習
得であると言う。

的概念のこの様な特徴として，われわれは，労働活動におけ

｢われわれは書きことばと文法の例により，さらに科学的概
念の例から，学校の基本的教科の学習の心理学的側面は，そ
れらの教科全体に共通の一定の基礎をあらわすということを
知った。学習に積極的に参加するすべての基本的機能は，学

記号を発明し，使用することは，心理学的側面からいえば，
１つの点において道具の発明と使用に類似する。２つの近似
る道具の役割に類似した，行動におけるこれら適応の役割，
すなわち，記号の道具的機能を考える。そのさいわれわれが
考えているのは何かの心理的操作にかんして記号によって果
たされる手段刺激の機能，それが人間の活動の道具であると
いうことである」( 同 .126-127)

つまり，分節③において最も重要な点は，記号 ( 言
語 ) の道具的機能とは，あくまでも人間の精神活動
にかかわる機能として有意であり，言語的思考を発
現させることに意味を持つという点である。
したがって，教師が用意した固定的で直接的な言
語的定義 ( 時として実際の学びの文脈と大きく乖離
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たものとなるのである。

ての板書を，書き写すという行為は，これまでの文

ここに協働という概念の教育的意義があるのであ

脈を無視した教師にとって都合の良い概念を外から

り，人間の行動が言語を代表とする心理的道具を媒

持ち込もうとするものであり，文脈に寄りそった思
考を伴う言語行為であるとは言えないのである。
この点についてヴィゴツキー（2001）は明確に述
べている。それは，個々の児童・生徒自身の思考に
よって概念は発達するのである。

介することによってはじめて社会的な構造へと変容
していくのである。
これらのヴィゴツキーの文化的−歴史的発達の一
般的発生的法則の定式化，言い換えると，学習にお
ける言葉の意味づけの発現から内面化に至る考えは
以下の知見に収斂されていると言える。

｢科学的概念は子どもに覚えられるのではなく，暗記される
のではなく，記憶によって受け取られるのではなくて，子ど

｢子どもの文化的発達におけるすべての機能は，二度，二つの

も自身の思考のあらゆる活動の最大の緊張のもとで発生し形

局面に登場する。最初は，社会的局面であり，後に心理学的

成される」
（同 .241）

局面に，すなわち，最初は，精神間的カテゴリーとして人々の
あいだに，後に精神内的カテゴリーとして子どもの内部に，登

さらに，彼 (1970) は記号 ( 言語 ) の道具的機能の
一つとして，記号を媒介とした社会化を通して人々
の間接的関係があらわれコミュニケーションが確立
されるという。これは，前述した分節②の追究活動
での協働活動の意義において重要な知見である。
｢記号は，つねに最初は社会的結合の手段であり，他人への
はたらきかけの手段であって，その後でのみ自分自身へのは
たらきかけの手段となる。･･･ 言語的思考が言葉の内面化であ
り，思考が口論の内面化であるのと同じように，言葉の最初
の精神的機能は，社会的機能である」( 同 .206-208)

彼は，主体的な自己の発現に関して，他人 ( 異質
な他者として ) を通してのみ，人は自分自身となる
のであると述べているが，協働活動の基底にはこの
異質な他者と相互関係が必要で有り，それを媒介し
ているのが言葉なのである。
「人格は，それが他人に対してあらわれるところのものを通
して，自分にとってそれが自分のなかにあるものとなる。そ
れは，人格形成の過程でもある。ここではじめて，外的精神
機能と内的精神機能との相互関係という問題が，巨大な重要
性をともなって心理学的に提起される」（同 .211）

その際，言葉は意味をもたなければならないと言
う。すなわち，事物との関係をもち，言葉とそれが
意味するものとのあいだに客観的結合ができねばな
らないとするのである。
しかしながら，言葉の意味はこれによって生成さ
れるのではなく，言葉と事物の客観的結合がコミュ
ニケーションの手段として機能的に操作されること
によって，初めて子ども自身にとっても意味をもっ

場する。このことは，有意的注意にも，論理的記憶にも，概
念形成にも，意志の発達にも，同じようにあてはまる」（同 .212）

この様な高次精神機能が，児童・生徒間の言葉を
媒介とした相互作用および協働の形式を介して精神
間カテゴリーとして発現し，この後個人心理の機能
として精神内カテゴリーへと移行するのであり，こ
れは，児童・生徒が，課題について考え一定の認識
を形成していく過程と重なり合うものであり，先に
示した分節②における追究活動において本来為され
るべき言語的思考の過程なのである。
つまり，児童・生徒にとっての言葉は，初めは学
習を構成している異質な他者とのコミュニケーショ
ンの手段として社会的役割を持つのであるが，後に
なって自分自身にも意味を持ったもの，言語的思考
の手段となるのである。したがって，思考の発達に
おいて分節②から分節③への移行過程が極めて重要
となるである。
また，分節②においては，学習に参画する個々人
の単語の語義への意味づけが，協働の形式における
対話的相互作用によって発生した社会的な性格を
持った単語の語義への意味づけへと発達する。
敷衍すると，分節②のスタート段階における個々
人の単語の語義への意味づけは，異質な他者との言
葉の持つ多声性 (polyphony) を活かした対話的相互
作用によって，より豊かな意味づけを獲得していく
のである。
その意味づけが精神間カテゴリーとして，
班集団や学級集団に間主観的に発現するのである。
実際，分節②に在るように，今日学校現場で流行
しているアクティブ・ラーニングと称する協働学習
形態を援用した学習過程において，協働という観点
から集団における話し合い活動に精力的に取り組む
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姿は認められる。しかしながら，その後の精神内カ

者の言葉である。内的説得力のある言葉の創造的な生産性は，

テゴリーへの移行が不十分なまま終了する学習をよ

まさにそれが自立した思考と新しい言葉を呼び起こし，内部

く見かける。

から多くの我々の言葉を組織するものであって，他の言葉か

敷衍すると，話し合い活動によって間主観的に発
現した新たな単語の語義への意味づけが，その協働
的な空間に留まっていては，新たな単語の語義への
意味づけは個々人の単語の語義への意味づけとはな
らないのである。
繰り返すが，間主観的に発現した新たな単語の語
義への意味づけが再び個人心理の機能へと移行しな
ければ真に ｢わかる ( 概念の内面化，以下内面化 )」
には至らないのであり，その移行は概ね分節②から
分節③への学習過程において為されるものである
が，とりわけ分節③「まとめ」が重要な局面となる
のである。
この内面化について，つまり精神間的カテゴリー
から精神内的カテゴリーへの移行に際しては，“ 対
話行為の質 ” に鍵がある。それは，対話的相互作用
の場における対話的能動性である。
バフチン『小説の言葉』(1996) は，対話におけ
る異質な他者との応答的な関係としての対話的能動
性が自己の対象の概念的理解にとって有意であると
述べている。したがって，分節②における話し合い
とはこの対話的能動性に支えられた生き生きとした
言葉による言語行為として有意なのである。

ら独立した不動の状態にとどまるものでない」( 同 .165)

「言葉は，対話の中で，その生きた応答として生まれ，対象
において他者の言葉と対話的に作用しあう中で形式を与えら
れる。言葉による自己の対象の概念的理解は，対話的な行為
なのである」(45)

加えて分節②における対話的相互作用の場での生
き生きとした言葉とは，バフチン (1996) がいうと
ころの ｢内的説得力のある言葉」である。それはう
わべだけの権威的な言葉 ( 宗教，政治，道徳上の言
葉，父親や大人や教師の言葉は，意識にとっては内
的説得力を失っている ) とは異なる言葉である。
「権威的な言葉が我々に要求するのは，承認と受容である。
それは，我々に対するその内的説得力の程度にかかわらず，
我々に自己を強制する。我々はそれを，あらかじめ権威と結
合したものとして見出す」( 同 .160)
｢内的説得力のある言葉は，それが肯定的に摂取される過程
において，
〈自己の言葉〉と密接に絡みあう。我々の意識に日
常において，内的説得力をもつ言葉は，半ば自己の，半ば他

ここから，分節③において，教師によるまとめと
いう言語命題 ( 意味上の最終権威の表現として目標
に準拠した指導内容 ) は，他者の言葉への志向性を
無視した言葉であり，児童・生徒にとって内的説得
力を持たない言葉となることが分かる。
そこには，学びの文脈を支えてきた自己の言葉も
意味づけも，学習に参画している他者の言葉も意味
づけも存在しないのである。それは言葉 ( この場合
はまとめと称した言語命題 ) の内的意味も分からな
いまま書き写し，そのまま使用するという意味にお
いて，いわゆることば主義による学習なのである。
したがって，板書を書き写すという行為は，個人
意識の媒体とは言えない言葉による，自己の思考に
は全く関与しない行為であって極めて義務的に無意
識に取り組んでいると言えるのである。
ヴィゴツキー (2001) は，無意識的ということと
無自覚的ということとの間には大きな差があると言
い，無自覚的なものというのは，無意識的なものの
一部ではなくて，意識的なものの一部であるとして
いる。
したがって，分節③において児童・生徒にとって
一番重要な事は，学びの文脈に寄りそった単語の語
義への意味づけを意識し自覚することであり，それ
も自分自身の思考過程を意識し自覚することであ
る。学習とは，言葉が思考するのではなく，人間が
思考する事なのであり，それは科学的概念に対する
次の知見からも明らかである。
｢他の概念によって媒介される関係ならびに内部にヒエラル
キー的な概念相互の体系をもった科学的概念は，概念の自覚，
すなわちそれらの一般化ならびに制御が最初に発生する分野
である。自覚は科学的概念の門を通って現れる」 ( 同 .266)

では，この分節②及び分節③において本来為され
るべき概念形成に向かう言語的思考に支えられた一
般化にとって重要な事は何なのか。
それは，児童・生徒が言語的思考に際して使用す
る個人的な言葉の意味 (〔sense〕を指す。辞書的な
意味としての語義〔meaning〕とは区別 ) の変容を
学習過程に位置づけることである。
それは同時に，
児童・生徒においてのコミュニケー
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ションの道具となるとともに言語的思考の道具とし

−自己中心的なことば−内言」の三段階であるとし

ての，ことばの機能を十全に発揮させることでもあ

たのである。敷衍すると，
ことばが内的になるのは，

る。

その機能の変化によるものであり，彼はこの自己中
心的なことばの外言から内言への過渡的形式として

第３章 内言と学習過程
の機能に着目し，この自己中心的なことばが，内化
ヴィゴツキー（2001）は思考の発達，つまり概念
して内言となるというのである。
発達において内言の過程が決定的な意義を持つと言
ここに，先述した学びの文脈における分節②およ
う。
び分節③において本来為されるべきである言語的思
彼は幼児期の子どものささやきの研究を通して， 考の意義が存在するのである。それは，思考とこと
外言と内言の過程を結びつける中間の連結環につい
ばの関係を，内言の心理学的本性に基づきながら学
て，ワトソンの主張した中間の連結環は ｢ささやき」
習過程に重ね合わせていくことである。
であるとして言葉の発達の順序を ｢声高のことば−
【図 2】は，筆者が以前神戸大学附属小学校の 5
ささやき−内言」との考えに対して，彼は，ピア
年生社会科 ｢どうなる？造船大国ニッポン !」3) で
使用したワークシートである。子どもたち一人ひと
ジェが述べている子どものことばの自己中心性のな
りが，自分自身の学びの文脈を常に自分の意識の対
かに，外言から内言への移行の重要なモメントがあ
象としていくことで，追究仮説 ( 課題 ) の設定にお
ると捉えたのである。つまり，真の内言となる以前
いて，自らの単語の語義への意味づけの変革過程
に心理学的に内的なものとなるという捉えである。
（概念発達の過程）への自覚化を促す足場かけとし
そこから，中間としての連結環は ｢自己中心的な
ての目的がある。
ことば」であると捉え，ことばの発達順序を ｢外言

【図 2 仮説設定時に使用したワークシート】
※第 2 章 1 単位時間の学習過程の図における分節①〜分節④と領域【A】〜【C】の対応は概ね図の通り。
このワークシートは，概念 ( 意味づけ ) の発達過
程を可視化することで，子どもたち自身の自覚化を
促す意図を持って【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】の 3 つの領域に
よって構成されている。
【Ａ】領域は子どもたちの現在の認識を示してい
る。その意味において，現下の発達水準としての意
味合いがある。ヴィゴツキーは『｢発達の最近接領域」
の理論』(2003) において学習の本質的特徴として
発達の最近接領域の創造をあげている。

｢教授・学習の本質的特徴は，教授・学習が発達の最近接領域
を創造するという事実にある。すなわち，いまは子どもにとっ
てまわりの人たちとの相互関係，友だちとの協同のなかでのみ
可能であることが，発達の内的過程が進むにつれて，のちには
子ども自身の内的財産となる一連の内的発達過程を子どもに生
ぜしめ，覚醒させ，運動させるという事実にある」(22-23)

この発達の最近接領域の創造は，子どもたちの概
念発達を可能とするものであり，精神間カテゴリー
から精神内カテゴリーへの移行過程として極めて重
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この複合的思考段階は，言葉を媒介とした言語的

彼はその発達の最近接領域は，現下の発達水準と

思考の発達においては，言葉を無自覚的に利用して

可能的発達水準の間であると規定している。それは，

いる言語的思考段階と，言葉を自覚的，随意的に利

学習過程における追究活動と重なるものである。

用できる言語的思考の段階として決定的な差異があ
ることを意味している。
つまり，取材よって目の当たりにした事実の具体
的・事実的結合である。しかしながら，
【A】領域
において事前に取材活動によって入手した情報を書
きことばとしてまとめる活動は，書きことばの心理
的道具としての言語機能を働かせた思考活動を伴
うという意味において有意である。ヴィゴツキー
(2001) は書きことばの言語的機能は以下の通りで
あるとしている。

「子どもの発達の最近接領域とは，自主的に解決される問
題によって規定される現下の発達水準と，大人に指導され
た，自分よりも知的な仲間との協同のなかで解決される問題
によって規定される可能的発達水準との間の隔たりである」
( 同 .63-64)

本時は，前時での三菱重工神戸造船所の取材活動
による取材メモおよび各自で撮影した写真などを活
用しながら，自分なりの気づきおよび関心に基づき
自主学習によってまとめたものである ( 前時が取材
活動であるため各自の自主学習に委ねた訳である
が，通常の学習過程においては，この【A】領域に
は分節③ないし④に対応する前時の学習のふりかえ
りが記述されている )。
この【Ａ】領域の記述内容は，前時までの学びの
文脈における既習内容としての現在の発達水準の明
文化であり，本時における教師にとっての足場かけ
の選択につながる資料として貴重なものである。
教師はこの資料へのみとりと省察によって，本
時に於ける子どもたちの学びの文脈の方向性 ( 課題
意識 ) と教師の学びの文脈 ( 本時のめあてに至る道
筋 ) との擦り合わせや，具体的な足場かけの準備な
どの，いわゆる，学習過程への人為的統御の方向づ
けを決定するのである。
ワークシートの記述から，これらの内容はヴィゴ
ツキー（2001）のいう概念発達の第二段階 - 複合的
思考 (thinking in complexes) 段階の以下の特徴を示
していることが分かる。
○一般化が，子どもの印象のなかで確立された主観的結合
のみを基礎とするのではなく，個々の具体的事物の間に
実際に存在する客観的結合による具体的事物の複合であ
る
○すでに脈絡のある思考であり，同時に客観的な思考であ
るが，それと同時にその脈絡その客観性は概念的思考を
特徴づけるものではない
○もっとも本質的なことは，その複合の基礎に，それを構
成する個々の要素の間の抽象的・論理的結合ではなくて，
具体的・事実的結合が横たわることである
○概念の中では，事物は一つの特徴に基づいて一般化され
るが，複合の中では極めてさまざまの事実的根拠に基づ
いて一般化される
○概念の中には事物の本質的な，一致した結合や関係が反
映されるが，複合の中には，事実的・偶然的・具体的結
合や関係が反映する

【概念発達の第二段階 ( 同 .170-172)】

○書きことばは，内言がその構造と作用の仕方において外
言と区別されるように，それとおとらない程度に話しこ
とばとは区別されるまったく特別の言語機能である
○書きことばは，高次の水準の抽象の最小限の発達を必要
とする
○書きことばは，音声的側面を欠いたことばであり，それ
は思想のなか表象のなかのことばである
○書きことばは，話し相手なしの，子どもの会話としては
まったく不慣れの状況における言語活動であり，それは
独和 ( モノローグ ) であり，白い紙との，想像上のあるい
はたんに表象されるだけの対話者との会話である
○書きことばの状況は，子どもに二重の抽象−ことばの音
声的側面と対話者の抽象−を要求する

【書きことばの言語機能 ( 同 .287-288)】
つまり，子どもたちは取材活動によって入手した
情報メモから書きことばにまとめるという行為に
よって低次な抽象化・一般化に取り組んでいる。
例えば，｢造船所の人の服そうのよごれは仕事に
よってちがう」との記述の基となった取材メモには
造船所の各所を回った際の記録が残されている。
「・展示館の案内ロボット・歴史から勉強・ディー
ゼルエンジンの組み立て・機械化・人機械のコント
ロール・原子力館背広の人・溶接作業・服たくさん
の穴・鋼板の組み立て・最後は人が調整・さびがつ
く」等々ある。ここから服装と仕事の関係を意味づ
けたのである。
時折，学習過程当初に「○○について自分の考え
た事や思った事を書きましょう」などと，いきなり
書かせる活動を採り入れた授業展開があるが，児
童・生徒は往々にして予想外に苦労し多くの時間を
費やすことがある。前述した書きことばの心理に関
する彼の知見は，この移行における子どもたちの苦
労する姿を理解する際の大きな拠り所になるのであ
る｡
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書きことばは話しことばとちがって，自分で言語

のやりとりに観ることができる。この場面は，各自

活動の動機および状況を創り出さなければならない

の取材活動に基づき幾つかのキーワードにカテゴ
リー化していく過程での一部である。

のである。この情況での児童・生徒の苦労は，書き
ことばという新たな状況を頭の中に創り出す困難，
つまり思考する苦労なのである。
したがって，本実践において予め取材メモや写真
などを活用して取材内容を自分の書きことばとして
まとめるという活動は，有意な活動なのである。
ヴィゴツキー (2001) は書きことばの第一の特質
を以下の通り述べているが，子どもたちが自分のこ
とばで書くという言語行為が，学習過程における子
どもたちの概念発達において如何に重要な事である
かが分かる。
○書きことばのなかでは子どもは有意的 ( 随意的 ) に行動し
なければならない。書きことばは話しことばより有意的
である
○書きことばにおいては，単語の音構造を自覚し，それを
分解し，それを文字記号に意図的に再生しなければなら
ない
○書きことばの意味論的構成も，構文法や音声法と同じよ
うに，単語の意味，それらの一定の順序における展開に
ついて有意的作業を要求する
○書きことばが内言に対して，話しことばとはちがった関
係にあることからきている
○外言はその発達において内言の前に存在しているとすれ
ば，書きことばは内言の後，それの存在を前提として現
れる
○書きことばは内言への鍵である

【書きことばの第一の特質 ( 同 .289)】
特に着目すべきは「書きことばは内言への鍵であ
る」との知見である。彼は書きことばの特質から内
言との関係について詳細に述べている。
○内言における思想の文法と各言葉における思想の文法と
は一致しない
○内言の意味論的構文法は，話しことばや書きことばの構
文法とまったく異なる。そこでは，意味的単位のまった
く別の構成法則が支配する
○ある意味では，内言の構文法は，書きことばの構文法と
は正反対の関係にある。これら二つの極の間にあるのが，
話しことばの構文法である
○内言は最大に省略され，短縮された速記の言葉である
○書きことばは，最大限に展開された，形式的には話しこ
とば以上に完全な言葉である
○書きことばには省略がない。内言にはそれが満ちている
○内言は，構文法的構造の上では，ほとんどもっぱら述語
的である

【書きことばと内言の関係 ( 同 .290)】
書きことばの構文法と内言の構文法の間に位置す
るとされる話しことばの構文法的特徴を，次の発話

Ｔ：ロボットというキーワードについて意見ありますか
Ａ児：溶接の仕事や細かい箇所の仕事をしていた
Ｂ児：溶 接などは、火花が出たり高い場所だったりするの
で危ない仕事をしている
Ｃ児：溶接で小さな穴がたくさんあいていた
Ｄ児：休まず働くからコストが安くてすむからだと思う
Ｅ児：コストが安くつくのは仕事が正確だから失敗がない
Ｆ児：私は安全が大切だと思う
Ｄ児：コ ストが安ければたくさんもうかるから人のことを
考えている
Ｇ児：失 敗がないということはコストも安くなりそれだけ
もうけが多くなる
Ｂ児：安 全に仕事をする面とコストを安くする両方の目的
があると思う

子どもたちは，産業用ロボットの持つ意味は何か
という文脈を共有している。したがって，主語であ
る「ロボット」が省略されていても話し合いが成立
している。A・B 児の発話の主語は
「ロボット」
である。
C 児は「危ない」という文言の意味を「人の服」の
様子から補足している。再び D・E 児の主語は「ロ
ボット」でありコストと関連づけて「産業用ロボッ
ト」の意味について言及している。その意味づけ
に F 児は「人の安全」を加味している。D・G 児は，
経済的な側面としての
「コスト」
は
「産業用ロボット」
に支えられている。つまり，D・G・B の主語は「産
業用ロボット」である。
ここから，話しことばの状況では，主語が省略さ
れていても応答的な対話による学びの文脈は保持さ
れるである。ヴイゴツキー (2001) は，この様な話
しことばの構文法的特徴から，内言の構文法的特徴
として述語主義をあげている。
「主語や話の状況がつねに話者自身に分かっている内言では，
ほとんどが述語だけからなっている。われわれは自分自身に
何を話しているのかを伝える必要はまったくない。それは，
つねに頭のなかにおかれており，意識の地を形成している。
ここから内言の述語主義が生まれる」( 同 .289)

したがって，主語や話の状況を対話者にも分かる
ようにするために詳しく再生することを目的とした
書きことばの状況においては，話しことばにおいて
省略されていた文言にも言及しなければならなくな
るのである。敷衍すると，書きことばの状況は，学
びの文脈に参画している異質な他者に最大限に理解
されることを目指したことばなのである。
この様な書きことばの状況は，
【B】領域および【C】
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この【B】領域 ( 分節② ) では，年表・パンフレッ

先ず，
【B】領域は【A】領域つまり現下の発達水

ト・売上資料等の客観的事実に基づく足場かけを媒

準から可能的発達水準としての【C】領域の間，つ

介として話し合いが展開される。その話し合いに於

まり発達の最近接領域である。したがって，この【B】
領域は言語的思考の場であり，対話的相互作用の場
である。子どもたちは，話しことばによる異質な他
者との応答的なやりとりを介して，新たに獲得した
単語の語義への意味づけを，学びの文脈を共有する
異質な他者に最大限に理解される書きことばへ移行
するのであり，それは同時に言語的思考の顕在化で
もある。
ヴィゴツキーは，対話者の考えていることが一様
なとき，かれらの意識が同一の方向を向いていると
きには言語刺激の役割は最小限となると述べている
が，この場での対話者とは，異質な他者として個人
的な意味づけを形成している多様な対話者である。
したがって，新たな単語の語義への意味づけの獲
得においては言語刺激は最大限となる。その場で
は，個々人の単語の語義への意味づけが多方向に飛
び交う真に多声的な場として活発な様相を示すので
ある。それは，バフチン (1996) のいう ｢収奪」が
意味するところでもある。

ける話しことばを媒介として書きことばへの移行が
なされるのである。
したがって，ワークシートにみられる書きことば
は，意図性・意識性に支えられた，話し合いの過程
を自覚化した内容となるのである。故に，ことばを
自己の意味と表現の志向性に吸収するという｢収奪」
がなされるのである。ただし，ここではより多くの
話しことばによることばの持つ多声性が発現される
ことが望まれるのであり，安易な ｢収奪」では意味
がなく単純に同調するだけでは真の意味の獲得とは
ならないのである。よく生き生きとした話し合いと
いうが，生き生きとしたとは「収奪」に向けた話し
合いであり，単に現象形態としてのわいわいがやが
やではないのである。
ヴィゴツキー (2001) は，内言と外言について以
下のごとく述べている。ここでの外言とは他者に向
けられた社会的な言語機能によって支えられことば
であり，そこから分化して，内言つまり自分へのこ
とばが発生するとの解釈が成り立つのである。した
がって，この ｢収奪」における内言の持つ言語機能
がこの場における言語的思考を支えていると捉えて
いる。

「言葉の中の言葉は，なかば他者の言葉である。それが《自
分の》ことばとなるのは，話者がその言葉の中に自分の志向
《intension》とアクセントを住まわせ，言葉を支配し，言葉を
自己の意味と表現の志向性に吸収した時である。この収奪の

「内言は自分へのことばである。外言は他人へのことばであ

瞬間まで，言葉は中性的で非人格的な言語の中に存在してい

る。外言は，思想の言葉への転化，それの物質化，客観化である」

るのではなく他者の唇の上に，他者のコンテキストの中に，

（同 .379）

他者の志向に奉仕して存在している。つまり，言葉は必然的
にそこから獲得して，自己のものとしなければならないもの
なのだ」( 同 .67-68)

ヴィゴツキー (2001) は，書きことばの第二の特
質を次の様にあげているが，この【B】領域ではそ
の特質が最大限に発揮される場として機能すること
が重要となるのである。
○書きことばの大きな意図性・意識性
○書きことばの記号とそれらの使用法は，ことばの音声的
側面の無意識的使用や習慣とはちがって，意識的・有意
的に習得される
○書きことばは，
子どもをより知性的に行動させる。それは，
話しの過程そのものをより自覚的にする
○書きことばの動機そのものが，抽象的であり，より知性
的であり，欲求からより遠ざかっている

【書きことばの第二の特質 ( 同 .290)】

ワークシートにみられる ｢三菱重工神戸造船所」
という語義についての話し合いの場での意味づけの
過程は以下の通りである。
造船所の客観的事実結合
【船・ディーゼルエンジン・トンネル掘削機】
⇩
技術というカテゴリーによる理由づけ
もうけという意見に対する反論
⇩
企業の持つ社会的な役割と言う意味づけ
⇩
三菱重工の語義への意味づけ
造船所と重工業との関連づけ
⇩
重工業だから機械作りに技術を活かす

この ｢重工業だから機械作りに技術を活かす」と
いう意味づけの過程は，話合い活動の場に於いて異
質な他者同士が，共通の客観的な事例情報を足場か
けとした対話的相互作用によって支えられている。
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前提をつくり出す

話しことば ) の持つ志向性が，自己の意味と志向性
に吸収されていく過程としての対話的相互作用であ
る。したがって，ここでは，より多くの外言 ( 現象
形態としては話しことば ) が応答的に行き交う場と
して，異質な他者による話しことばへの応答的な状
況による豊かな単語の語義への意味づけが可能とな
る。
思考における抽象化および一般化は，話しことば
の状況からかきことばへの移行に際して為されるの
である。したがって，ここでの対話的相互作用に基
づく話し合いは，話しことばによる状況から自分へ
のことばつまり内言への移行を，さらに内言から書
きことばへの移行という概念発達の過程につながる
重要な局面である。

【概念発達の第三段階 - 抽象的概念 ( 同 .205-224)】
【C】領域 ( 分節③ ) は，まとめである仮説設定
の段階である。
この言語的思考の最終局面としてのまとめの段階
では，子どもたちは，ほとんど他者との会話を必要
とはしないし，
自らことばを発することはない。
黙々
と書くことに集中していく。
つまり，ここに内言の特徴が見てとれる。内言は
ことばの音声的側面を操作するのではなく，ことば
の意味的側面を操作するのである。

「自分への言語は，最初は他人への社会的な言語機能が分化
することで発生する。子どものに外からもちこまれる漸次的
社会化ではなく，子どもの内面的社会性を基礎に発生する漸
次的個性化が，子どもの発達の大道なのである」( 同 .383)

【本時における思考する場面】
重工業だから機械作りに技術を活かす
⇩
日本は造船以外にも目を向けている
ということは
⇩
りんきおうへんに対応している
⇩
追究仮説 ( 課題 )
重工業としては発達するのではないか

【本時における話しことばの状況】

【ワークシートにおける意味づけの過程】

ただしこの段階での「重工業だから機械作りに技
術を活かす」との書きことばの状況は，概ねヴィゴ
ツキー (2001) のいう概念発達の第三段階 ‐ 抽象的
概念への過渡的状況であるとみることができる。
この第三段階の水準は，擬概念に極めて近いもの
である。その特徴として諸要素間の最大限の類似し
た特徴に基づいて統合していくのものであるが，こ
の特徴が意識の中心となって抽象化されるのであ
る。その意味において，諸要素間の特徴を抽出し結
合するという潜勢的概念との差異を認めることがで
きる。

この本時のまとめとして設定した追究仮説 ( 課
題 )「重工業としては発達するのではないか」とは
厳密に言うと「日本の重工業」という意味であり，
追究の視点が三菱重工神戸造船所の取材活動を素材
として ｢日本の工業」へと拡張していったことが分
かる。また，造船以外の機械工業の発展について ｢
りんきおうへん」に対応しているとの意味づけは，
日本の重工業の将来像への仮説に反映されている。
この仮説が追究課題となり連続する課題意識を支
える出発点となるのである。つまり，｢どうなる ?
造船大国ニッポン！」の単元名から彼は「日本の造
船業は衰退していくが重工業全体としては発展して
いくのでは」という追究の道筋をイメージしている
のである。
何より重要な事は「書き写したまとめ」ではなく

○個々の特徴の抽象によって，具体的状況をくずし，特
徴の具体的結合を破壊し，そのことによって，これら
の特徴を新しい基礎の上に新しく結合するのに必要な
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自らの一連の言語的思考によって発現したまとめで

この「世界の理解及び人格全体の内部構造に依存

あると言うことである。それは学びに参画した一人

する」との解釈は『ヴィゴーツキー心理学』(2004)

ひとりの追究課題の差異によっても明かである。

においてを次のように述べている。

仮にこのまとめの局面で，教師によるまとめとい
う言語命題 ( 意味上の最終権威の表現として目標に
準拠した指導内容 ) を提示し，ノートに書き写させ
たとしたらどうなるであろうか。
一見してノートには，見た目に統一がとれた同一
の内容のまとめが書かれているが，それは，本当の
子どもたちの言語的思考の過程によって発現したこ
とばではない。敷衍すると，ここまでの学びの文脈
に基づく単語の語義への意味づけ過程を一切捨象す
ることばであり，子どもの概念の発達過程を無に帰
す行為であると言える。
この様に，書きことばの状況は学習過程において
極めて重要な状況なのである。その書きことばの状
況を内面から意味づけているのが内言である。内言
はことばであり，思考でもあるのである。
したがって，学習過程においては，話しことばの
状況から書きことばの状況への移行が最も重要な局
面であり，思考としての内言から書きことばの状況
への移行，つまり，自分のことばで書くことが図①
の分節①③では求められる最善の言語行為である。

｢語の意味が世界に依存するとは，知覚や記憶や思考といっ
た反映形式での世界にかんする知的理解が，個人の意識の中
で独自の意味を構成するということ。つまり，意味と知性の
結びつきを示す。語の意味が人格全体の内部構造に依存する
とは，世界に対する情動的態度が，個人の意識の中で，独自
の意味を構成するということ」(70-71)

これは，個人の人格においては，言葉を媒介とし
て内面化される意味と結びつくことによって知的内
容と情意的内容の両側面が発現されるということで
ある。
人格形成との関わりで高次精神機能の働きをみて
いく必要性について，ヴィゴツキー (1970) は，高
次精神機能が人格形成の基礎であるということは，
同時に単語の語義の意味づけを内面化する内言の働
きによって社会的諸関係が精神機能へと転化すると
いう彼の発達論に基づいた次の知見からも明かであ
る。
｢すべての高次精神機能は，社会的規律の心内化された関係

まとめにかえて
ヴィゴツキーの文化的−歴史的理論に基づく内言
に関する幾つかの知見は次の通りである。
中村和夫『ヴィゴーツキーの発達論』(1998) は，
内言の意味に対する特質を踏まえ次の様に述べてい
る。
｢人間を個性的存在たらしめる個人の独自の心理的形態 ( 意
識の内容 ) は，その個人の内言の意味論的システムにあると
考える事ができる。つまり，言葉を媒介にして個人の中に転

であり，人格の社会的構造の基礎である。人格の成分，発生
的構造，行動様式，要するに人格のあらゆる本性は，社会的
なものである。人間の心理学的本性は，社会的諸関係の総体
であり，内面に移され，人格の機能とかその構造の様式となっ
た社会的諸関係の総体である」( 同 .213)

また，バフチン『バフチン言語論入門』(2002)
は言葉の意味づけとしてのイデオロギーが意識の形
成において内言と外言の働きが重要なモメントとで
あると指摘している。

回 ( 内面化 ) される社会的諸関係は，その個人に独自の内言の
意味論的システムとして，｢意識の小宇宙」に具体化される」
（203）

｢言語をもちいてつくられ形成されるのがイデオロギーの諸
体系−学術，芸術，道徳，法律−であるが，同時に，言語は個々
の人間の意識をつくり形成しもする。人間の内的生活はすべ

中村は，ヴィゴツキー (2001)「単語は新しい問
題の無尽蔵の源泉であり，単語の意味が完全になる
ことは決してない。結局，それは，世界の理解およ
び人格全体の内部構造に依存する」( 同 .416) とい
う知見に着目しながら，内言を意味論的なシステム
として捉えることによって，知的内容とともに情意
的内容をも含意した個人に独自な意識内容 ( 人格 )
を具体的に理解する可能性が得られるとしている。

て，その表現手段に依存して成り立っている。内言なしには
意識はない。外言が内言なしには存在しないのとおなじこと
である」(135)

ヴィゴツキー (2001) は「意味づけられた言葉は，
人間の意識の小宇宙」( 同 .434) であるという。
言葉はさまざまなシステムの統一体としての意識
においてその核となるものであり，高次精神機能に
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おける言葉の意味の内面化が人格の社会的構造をな

び手自身の主体的な営みのようだが，｢学習」と

すのである。

いうと，
学習者自身の主体的な営みというよりも，

したがって，真に子どもたちの人格形成を見据え
た教育を目指すのであれば，子どもたちの概念発達
の道筋に寄り添った言語的思考のある学習過程が唯
一の道筋なのである。
しかしながら，往々にして図①に在るような，診
断的評価，例えば全国学力・学習状況調査等におけ
る数値が子どもたちの学力であるとの近視眼的な学
習観に基づく学習過程を採りがちとなるのである。
その結果，本来であれば，日に日に豊かな意味づ
けによって満たされていくはずの，子どもたちの意
識の小宇宙は，自らの思考とは無関係の権威的なこ
とばによって埋めつくされ，次第に空虚な空間と化
していくのてある。
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