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意味構成のコンテクスト ＿分数指導の再検討

松下佳代

Contexts for constructing meaning and making sense: 

Re-examination of teaching fractions 

MATSUSHITA Kayo 

問題設定

学校の学習の困難の一つは，それが知識の構成や使用の文脈から切り離されて脱文脈化してい

ること，そのために意味の感じられない学習になっていることにある。学校の学習を意味あるも

のにすることは可能だろうか。また，学校の学習を再文脈化するためには何が必要なのだろうか。

このような問題意識から，本稿では，教室における意味構成のコンテクスト 1)について考察する。

その際，本稿では二つの限定を行う。一つは，「社会的構成主義 (socialconstructivism)炉の

立場から考察するということであり， もう一つは，分数概念の指導と学習を検討素材にするとい

うことである。

まず，第一の限定について述べよう。「構成主義 (constructivism)」は，現代学習論の主流を

なしている立場である（佐藤学， 1996;佐藤公治， 1996;中原， 1994)。それは，〈意味や知識は，

人問の理解する働きから独立に，つまり客観的に存在する現実と記号との対応によって説明され

る〉 とする客観主義3)と対比される立場であり， ごく大まかにいえば， 〈意味や知識は， 人間に

よって構成される〉とする立場である。いうまでもなく， このような規定にあてはまる学習論は

多岐にわたる 4)。その一方の極には， 意味や知識の構成を個人の頭の中での心理的プロセスとし

て説明する個人主義的・心理主義的な構成主義 (E.von Glasersfeldによる 「急進的構成主義

(radical constructivism)」など）が存在し，もう一方の極には，意味や知識の構成を，状況の中

での外界や他者との相互作用によって行われる社会的プロセスとみなす文化人類学的な構成主義

(J. Laveなど）が存在する。

本稿でいう「社会的構成主義」は，意味や知識の構成を個人の頭の中の出来事に還元すること

はしないが，かといって社会的プロセスのみを強調することもしない。算数・数学教育の分野で

社会的構成主義的な学習と教育の理論を展開しているコプ (P.Cobb)は，「甫要な問題は，生徒

が構成しているかどうかではなくて，社会的文化的に状況づけられた構成の性格あるいは質であ

る」 (Cobb,1994 a, p. 4．強調は原文）と述べて，個人主義的・心理主義的な構成主義と社会文化的

なパースペクティヴ5)を調停しようとしている。コプ (Cobb,1994 b)によれば，前者が個人的な
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学習のプロセスに焦点を当てているのに対し，後者は学習の生じる社会文化的状況についての理

論を提供しているのであって，その意味で両者は相補的だといえる。このように，意味や知識は，

社会的・文化的・歴史的・制度的な状況の中で，個人的なプロセスを介しつつ，社会的に構成さ

れていくとする立場を，本稿では「社会的構成主義」と呼ぶのである。

個人主義的・心理主義的な構成主義がピアジェ (J.Piaget)を源流とするとすれば，社会的構

成主義は，ヴィゴッキー (L.S. Vygotsky)やデューイ (J.Dewey)を源流とするということが

できる（佐藤学， 1996)。なかでも，本稿では，意味構成のコンテクストを分析する際に，ヴィゴ

ツキーとその学派の理論 「活動理論 (activitytheory)」 を発展させて独自の学習論を展

開しているエンゲストローム (Y.Engestrom)6)の研究に依拠する。それは，彼の理論が，学習

についての包括的な視座を与えると同時に， コンテクストを分析し創出するための明確なモデル

を提示しているからである。その理論は，個人の意味構成のプロセスよりは，社会的コンテクス

トの方に傾いているものの，個人の意味構成のプロセスの分析を制限するものではない。

さて，第二の限定に移ろう。本稿で検討の素材とするのは，わが国において 1950年代後半以降

展開されてきた，教育内容研究にもとづく「わかる授業」，なかでも算数・数学教育における分数

指導である。「わかる授業」でめざされてきたのは，とりもなおさず，意味が「わかる」というこ

とであり，それは，知識を意味もわからないまま暗記し排出させる授業を批判するところに生ま

れたものであった。とりわけ算数・数学教育においては， ともすれば意味が捨象されやすい教科

であるだけに，いっそうの努力をもって，単に記号操作が「できる」だけでなくその意味が「わ

かる」ような指導方法が探究されてきた。しかし，そこに問題はなかったか。本稿は，意味構成

のコンテクストの事例として分数指導をとりあげることで， こうした「わかる授業」に異議を申

し立て，再吟味をせまることを意図している。

では，なぜ分数なのか。分数 (b/a)の学習は，二つの記号 (aとb)を関係づけ，それをさら

に一つの記号としてとらえることを要求する。つまり，分数は，「記号の記号化」という性格を

もっている。岡本 (1987)は，小学校 3年生ごろから，教科の内容や教材が子どもの現実の生活

世界における経験文脈から離れた世界ヘ一挙に飛躍しすぎる，それが一般に「 9,10歳の競」と

いわれる発達・学習上の困難を生じさせるのだと指摘し，その典型例として分数をあげている

(pp.139 f)。つまり，学校学習の特徴ともいえる脱文脈化が顕著になり始めるのが分数の学習の

ころからだということである。しかし他方でまた，分数は，二つの記号をどう関係づけるかに

よって，さまざまな意味づけが可能な教育内容でもある。実際，分数ほどに，意味づけと指導方

法の多様性に富む内容もそう多くないだろう。こうして，分数は，教室における意味構成のコン

テクストを論じるための格好の素材となりうるのである。

以上から，本稿では，分数の概念の学習を例にとって，意味を分析するためのモデル，意味構

成のコンテクストについての理論とモデル，意味構成のプロセスを分析するための概念システム

について検討し，提案を行う。

本稿は，大きく二部からなる。まず， 1では，社会的構成主義の立場から意味構成のコンテク

ストをとらえる枠組を提示する。初めに， ヴィゴッキーの理論に依拠しながら，それを発展させ

ることで，意味とは何か，意味はどう分析されるかを論じる（ 1)。次いで，エンゲストロームの

モデルを紹介し，それが学校における意味構成のコンテクストの分析に有効であることを示す
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(2)。続いてIIでは，従来の分数の意味分析を示し (2)，従来の分数指導が誤った対立図式に

従っていたことを明らかにする (3-（2)）。そして，分数指導における意味構成のコンテクストの

はらむ問題点を指摘し (3-（3)），それをふまえて分数指導のオルターナティヴを提案する (4)。

1.意味とコンテクスト

(1) ミーニングとセンス

I 意味構成のコンテクストをとらえる枠組

意味とは何か。ヴィゴッキー (1934/ 1962)の「語義 (aHa4eH11e: meaning)」と「意味

(cMbICJI : sense)」の区別に着目することから，この問いへの探究を始めよう。ヴィゴツキーは両

者の違いを次のように述べている。

「単語の意味というのは， ［中略］その単語によってわれわれの意識のなかに発生する心理学的

事実の全体である。意味は， このようにして，つねに動的・流動的な，複雑な形成物であるが，

それはさまざまの不動性の若干の領域をもつ。語義は，なんらかの話の文脈のなかで単語が獲得

する意味の諸領域のうちの一つ，それも， もっとも強固で統一した正確な領域である。周知のよ

うに，単語はさまざまの文脈のなかで容易にその意味を変える。語義は， これに反して，さまざ

まの文脈のなかで単語の意味がいろいろに変化するにもかかわらず一定している不動・不変の箇

所である」（邦訳， p.222)。

ここで， ヴィゴッキーは， ミーニング（「語義」）を〈文脈独立的で，安定した意味〉， センス

（「意味」）を〈文脈依存的で，動的な意味〉としている匹

さらに，心理学者であるヴィゴッキーの意味論の輿味深いところは，意味を，他者との対話の

平面（外言による）においてだけでなく，自己内対話の平面（内言による）においてもとらえ，

他者との対話から自己内対話へというみちすじで，意味構成のプロセスを描き出した点にある。

外言と内言における意味の現れ方の違いについて，ヴィゴッキーは次のように述べている。「内言

では単語は，外言におけるよりもはるかに多くの意味を積みこんでいる。［中略］内言では巨大な

意味内容が一つの単語の器に注ぎ込まれ得る」 (pp.227 f)。つまり，内言においては，センスが流

入して，センスがミーニングを卓越するのである (p.230)。

こうしてみると， ミーニングとセンスの間には，〈文脈独立的で，安定した意味〉と〈文脈依存

的で，動的な意味〉という区別だけでなく，〈社会的に共有された意味〉と〈個性的に創造され感

覚づけられた意味〉という区別も立てられることになる。つまり，主体は，外言による他者との

対話において構成されたミーニングを，内言による自己内対話を通じて自分のもつ意味連関の中

へ取り込み，そうしてセンスを豊富化させることによって，自分なりの意味を構成していくので

ある。意味構成のプロセスを，さしあたってこのように描くことができるだろう。

(2) 意味分析のモデル

意味をミーニングとセンスの両面から把握することは，学習者がどのようにして意味を個人的

かつ社会的に構成していくかを検討していくための基盤を提供してくれる。とはいうものの，〈文

脈独立的〉なミーニング，〈文脈依存的〉なセンスというとらえ方は，やや素朴にすぎる。なぜな

ら，「ある言菜の意味とは言語におけるその言葉の使用である」というウィトゲンシュタイン (L.
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Wittgenstein)以来の見解に従えば， ミーニングにもコンテクスト（文脈）という要因が含まれ

ることになるからである。

記号論学者のエーコ (Eco,1976/ 1980)は，状況 (circumstance)やコンテクスト 8)といった語

用論的要因を包摂した意味分析 (semanticanalysis)のモデルを提出している。ここでの「意味」

は「文化的単位」として規定され，したがって，ミーニングを指す。一例をあげると， “whale"と

いう語の意味分析は図 19)のような形で行われる。

/,hale/＝ 《鯨》＜：：：二：：：：：：―／,；：Ont手拌）〈い
(cont通俗）一C,,C2,C3• …••

図1 /whale/の意味分析 (Eco,1980, p. 183より一部修正）

(cont古代），すなわち古代というコンテクストでは，鯨は，「レビヤタン (leviathan)」．すな

わち巨大な海獣と考えられていた。 (cont現代）ではどうだろうか。メルヴィル (1851/1994)の

『白鯨』 (32章）には，「かかるが故に鯨を魚より分離す［中略］暖かき二室ある心臓．肺．動く瞼，

中空（うつろ）なる耳，乳房モテ授乳スル女性（めす）を貫クペにす，要するに， 自然の法則よ

りして，当然かく断定す」という博物学者リンネ（『自然体系』 1776年）の見解が記されるとと

もに， この見解に対して「そいつはペテンだろうと不敬にも仄かした」ナンタケットの水夫の話

が出てくる。彼らにとっては，鯨はむしろ「水平の尾を持つ汐吹き魚」という方がぴったりくる

のだ。 リンネの見解が (cont現代）ー (cont科学）における “whale"の意味だとすると，ナンタ

ケットの水夫たちの見方は，（cont現代）ー(cont通俗）におけるそれである。バフチン (M.M. 

Bakhtin)，そしてそれを受け継いだワーチ (J.V. Wertsch)の概念を用いてより分析的に述べれ

ば．ナンタケットの水夫たちが使う “whale"は，水夫という特定の「社会的言語」と捕鯨という

特定の「ことばのジャンル」における意味づけをほどこされたものなのである。

こうしてみると， ミーニングは〈文脈独立的〉，センスは〈文脈依存的〉という区別は不適切で

あり， ミーニングにも，センス同様に， コンテクストという要因が深く刻み込まれていることは

明らかだろう。したがって．以下では， ミーニングを〈社会的に共有された安定した意味〉．セン

スを〈個性的に創造され感覚づけられた動的な意味〉として用いることにする。

(3) コンテクストの菫層性

では，コンテクストをどのようにとらえるぺきか。一般に，言語学・記号論における語用論は，

近年．興隆をみてはいるものの（例えば， Barwise& Perry, 1983/ 1992; Sperber & Wilson, 

1986/ 1993など）．そこにおけるコンテクスト（あるいは状況）についての議論をここでの検討の

中心にすえることはできない。というのは，言語学・記号論における意味とはミーニングを指し

心理学的概念であるセンスは含んでいないからであり．また， コンテクストについてもほぽ言語

的文脈やそれに対応する現実世界の状況に限られていて社会文化的状況までをおおうものではな

いからである。

これに対して，「状況的学習 (situatedlearning)」論や「活動理論」においては．まさに，個
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人の活動や行為と社会的・文化的・歴史的・制度的状況との関係が問われ，マクローミクロのコ

ンテクストの盾層性が論じられてきた。例えば，レイヴ (Lave,1988/ 1995)はスーパーマーケッ

トでの買物やダイエットのような日常の活動の中での実践的な計算を研究するに際して， コンテ

クストを「単一の実体というより舞台 (arena)と場面 (setting)との関係」 (p.151/p. 225)と

みなしている。「舞台」とは，物理的，経済的，政治的，社会的に組織された公共的かつ永続的に

存在するマクロなコンテクストであり，個人が直接交渉をもつことはできないものである。他方，

「場面」とは，行為している人が特定の舞台の中でそのつど構成したり変形したりするミクロなコ

ンテクストであり，人によって異なる経験をもたらすものとされる。従来，「舞台」は唯物論的に，

「場面」は現象学的にアプローチされてきたが，どちらか一方だけでは，「個人的体験抜きの体系」

か「体系のない体験」に陥る。これに対して，「コンテクスト」という語を共通に使用することで，

「舞台」と「場面」の関係を明確にできるというのがレイヴの見解である。レイヴはさらにその後，

「実践共同体 (communityof practice)への参加」という概念を打ち立てて，コンテクスト（状

況）の分析の単位を提示している (Lave& Wenger, 1991/ 1993)。

だが，いずれにせよ， レイヴは， コンテクストの本質的な構成要素を析出しようとはしていな

ぃ。コンテクストの全体からいくつかの構成要素をとりだし定式化することは，確かに， コンテ

クストが主体によって組織される面を欠落させて融通のきかない図式主義に顔落する危険をはら

んでいる。だからこそ，上野 0996)のようにコンテクストの定式化の試みそのものを否定する

立場も生まれてくるのだろう 10)。

しかし，単に既存の学習を解釈あるいは分析するだけでなく，新たな学習を創造していくため

には，既存の学習と新たな学習を媒介する理論的モデルを提示することが有効である， と私は考

える。エンゲストロームが注目されるのは，まさにこのような理論的モデルの提示としてコンテ

クストの定式化を行っている点である。

2.エンゲストロームのモデル コンテクストの定式化ー一

(1) 活動システムのモデル

エンゲストロームは，彼のコンテクスト観を次のように述べる。「活動理論にとって，コンテク

ストは．［環境決定論者のいうような］人れ物でも，［エスノメソドロジストのいうような］状況

的に創造された経験的空間でもない。コンテクストは活動システムである」 (Engestrom,1993, p. 

67)。また．意味構成については．「意味は構成である。意味の構成は，活動のなかでもとりわけ

人間的なタイプの活動である」 (Engestrom,1987, pp. 43 f)としている。こうしてみると．意味

構成のコンテクストの枠組をエンゲストロームに見出すことは十分根拠のあることだといえよ

う。

コンテクスト，すなわち活動システムの構成要素とその相互関係を，彼は，「拡張された活動ヽン

ステムのモデル (expandedactivity system model)」（Cole& Engestrom, 1993)，あるいは「人

間の活動の基本構造 (basicstructure of human activity)」（Engestrom,1993)と名づけられた

モデルにおいて表現している。

図2に示されるように，エンゲストロームによれば，活動システムとしてのコンテクストは，

以下の六つの構成要素からなる11)0
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道具

ルール 共同体 仕事の分割

図2 拡張された活動ヽンステムのモデル (Cole& Engestrom, 1993. p. 8より一部修正）

(a) 主体 (subject)

主体とは，当の活動を行う個人あるいはサプグループのことである。

(b) 道具（あるいは，媒介的人工物： mediatingartifact) 

道具には，道具（狭義）や機械のような物理的道具と，言語・図式・芸術作品・その他多種

多様な記号，概念，技術・技能，方法などの心理的道具とが含まれる。

(C) 対象（あるいは，対象／動機： object/motive)および結果

活動理論が一般にそうであるように，エンゲストロームの場合も，対象は，主体と無関係な

単なる客体ではなく，主体と既に関係をもった，主体の動機を含むものとしてとらえられて

いる。対象は，素材あるいは問題空間として存在し，道具を媒介とした協同的な活動によっ

て，結果へと変換される。課題とは，対象を結果に変換することである。

(d) 共同体

共同体とは，同一の対象を共有する，活動システムヘの多様な参加者のことである。 Lave&

Wenger 0991/ 1993)の次のような規定がエンゲストロームの場合にもあてはまるといって

よいだろう。「共同体ということばを使うとき，何か原始的な文化共有体を意味しているわけ

ではない。成員は異なる関心をもち，活動に多様な貢献をなし， さまざまな観点をもってい

ると考えられる。［中略］それ［＝共同体］は，参加者が，自分たちは何をしているか，また

それが自分たちの生活や共同体にとってどういう意味があるかについての理解を共有してい

る活動システムヘの参加を意味している」 (pp.97 f/p. 80)。

(e) 仕事の分割 (divisionof labor) 

仕事の分割とは，共同体の成員間での，課題・カ・地位などの水平的および垂直的分割を指

す。水平的分割が行われるのは，成員間に対称的な関係がみられるときであり，他方，垂直

的分割が行われるのは，成員間の非対称的な関係（権力関係）がみられるときだといってよ

いだろう。

(f) ルール

ルールとは，活動システムにおける行為や相互作用を制約する，明示的あるいは暗黙的な規

則，規範慣習，および，そこからの逸脱に対して加えられる制裁のことである。

伝統的な活動理論（例えば， A.N. Leont'ev)は，主体一道具一対象の三つの構成要素によって
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形作られていた。エンゲストロームはさらに，共同体，仕事の分割，ルールという構成要素を加

えることで，より包括的な活動理論を提示したのである。このモデルが「拡張された活動システ

ムのモデル」と名づけられたゆえんである。

では， これらの構成要素は，どのような相互関係によって結びつけられているのだろうか。以

上の六つの構成要素が抽出された背後には，実は，「人間の活動システムは常に，生産・分配・交

換・消費のサプシステムを含む」 (Engestrom,1993, p. 67)という理論的前提がある。具体的にい

えば，「生産」は〈主体一道具一対象・結果〉，「分配」は〈共同体一仕事の分割一対象・結果〉，

「交換」は〈主体ールールー共同体〉，「消費」は〈主体一対象・結果一共同体〉からそれぞれなる

サプシステムである。明らかにマルクス主義的なこの理論的前提は，活動システムの構成要素が

以上の六つであることの根拠を与えるとともに，その相互関係を説明するものともなっている。

もっとも，エンゲストロームが学校教育システムや医療システムについて分析する際に，生

産・分配・交換・消費といったサプシステムに言及することはほとんどない。したがって，以下

では，エンゲストロームの理論的前提にとらわれることなく，他の研究成果と関連づけながら，

このモデルの解釈を試みよう。

(2) 他の研究成果との関連

社会的構成主義の立場から意味の個人的・社会的構成について考察するという観点からみてと

りわけ典味深いのは，主体と共同体は，一方で，対象や道具によって媒介されており，他方で，

ルールや仕事の分割によって媒介されているということである。もう少し詳しくいえば次のよう

になる。

既存の共同体の実践や活動にはそれ固有の対象や言語，概念，技術，方法などが備わっている。

ウィトゲンシュタインはそれを「言語ゲーム」と呼んだし，また，クーン (T.S. Kuhn)は「パ

ラダイム」と表した。主体は，そうした共同体に参加することを通じて，そしてそれによっての

み，それらの言語，概念，技術，方法，さらにはその背後にある価値観，美意識などを体得する

ことができるのである。他方， こうした共同体への参加の仕方は，どんなルールのもとで， どん

なふうに仕事を分担するかによって規定される。ルールには， Mehan(1979)が暴き出したよう

な，教室の社会的相互作用についての暗黙のルールもあれば，教師が生徒に対して規定する教室

ルール（例えば，挙手や発言の仕方）のような明示的ルールもある。さらに，学習における仕事

の分割の変化に光をあてて学習のプロセスを描き出したものに， Lave& Wenger (1991/ 1993) 

の「正統的周辺参加 (legitimateperipheral participation: LPP)」論がある。 LPP論によれば，

実践において，共同体の成員は，絶えず活動に従事しつつ，単純で部分的な仕事（周辺的参加）

から，より複雑で全体的な仕事（＋全的参加）へと移行していくことで，熟練した実践者になっ

ていく。これに対して，教室では，教師と子どもの間，あるいは“優秀な”生徒とそうでない生

徒との間に半ば固定した仕事の分割が存在するのである。

以上のように，エンゲストロームの「拡張された活動システムのモデル」は，意味構成のコン

テクストに関わる多様な研究を，哲学・社会学・文化人類学などの学問領域の枠をこえて織り合

わせ関係づけていくための構造と布置を与えるものとして読むことができるのである。

(3) 学校学習の性格

では， このモデルによって，学校学習の性格はどのように説明されることになるだろうか。
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エンゲストロームのモデルは，具体的な教育内容についての学習に対するミクロな分析と，現

代の資本主義社会下における学校学習に対するマクロな分析とをつなぎあわせることを可能にす

る。まず， ミクロな分析の方からみていこう。エンゲストローム (Engestrom,1996)は，「月の

満ち欠け」という具体的な教育内容を例にあげ，そこでの生徒の誤概念がいかにして生じるのか

を分析するに際して，伝統的な学校学習のモデルを図 3のような形で表している。

学校学習の本質的な特殊性は，「対象」と「道具」の転倒にある， とエンゲストロームはいう

(Engestrom, 1987, pp. 101 ff)。本来は「道具」の位置にくるべき教科書が「対象」の位置にすえ

られる。その場合，学習課題となるのは，「対象」として与えられた当のテクストの再生産あるい

は変形（要約・分類・編成・再結合・適用など）にすぎない。このことは，次の二つの含意をも

つ。一つは，主要な課題が所与のテクストの再生産あるいは変形だとすれば，テクストは，生き

たコンテクスト，すなわちテクストが創られ使われる活動システムから切り離された「死んだ対

象 (deadobject)」になるということである。もう一つは，テクストが「道具」として使われない

ので，「道貝の貧困 (instrumentalpoverty)」が生じるということである。主要な物理的道貝は

鉛筆・消しゴム・ノートに，主要な心理的道具は形式的な「勉強の技能」に，矮小化されるので

ある。

「勉強の技能」、鉛筆・消しゴム

月の満ち欠けに
ついての教科書→教師の問いに対する

の表現 解答の成功・失敗

行動のコード・ 教室 教師が教え・統制し、

評定の基準 生徒が勉強する

図3 月の満ち欠けを勉強するための伝統的な学校学習のモデル (Engestrom,1996. p. 157より）

競争的適応 VS. 

危険な反抗

記憶、再生、アルゴリズム的問題解決の道具
vs.探究の道具

死んだものとしてのテクスト 成功の道具 vs.

バラバラな個人の集合

vs.探究のチーム

vs．コンテクストの中での→内容習得の道具

テクスト

孤立 vs.

協同

図4 学校学習のマクロな分析 (Ensestrom,1987, p. 103より一部修正）
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さらに，エンゲストロームは， このような学校学習の活動の特徴は，資本主義社会における社

会経済体制の内部矛盾，すなわち，交換価値と使用価値という商品の二重性格によって規定され

ていると論じる。学校学習についての， このマクロな分析は，図 4のように表される。

この図に示されるように，対象としてのテクストは，二重の意味をもっている。一つは，上に

述べた「死んだ対象」としての意味，すなわち労働市場での自分の将来的な成功を左右する学業

成績を得るための交換価値としての意味である。しかし， このような意味が現在の状況下では優

勢であるにせよ，対象としてのテクストは， もう一つの意味，すなわち，対象世界と自分のつな

がりを知るための「生きた道具」としての意味ももちうる。この点で，学習のテクストは，潜在

的には使用価値ももっているといえる。このように，学校学習という活動は，内部に矛盾をはら

んだ，二重性格をもつものとしてとらえられている。

(4) 「拡張による学習」を通じての学習の再編

エンゲストロームは， こういった矛盾12)が推進力となり，新たな「対象」が構築されることに

よって，既存の活動システム全体が新しい活動システムヘと拡張的に移行していくとする学習論

を創出している。これが，彼のいう「拡張による学習 (learningby expanding)」である。例え

ば，月の満ち欠けという現象が，〈教科書の中の死んだ対象〉から〈テクスト批評，科学的な発見，

社会的な適用といった生きたコンテクストの中の対象〉へと拡張されることを契機として，「拡張

による学習」が引き起こされる，とエンゲストロームはいう。当然のことながら，それは「対象」

だけでなく，他の構成要素の拡張も伴う。例えば，「主体」は個々の生徒から，生徒・教師・専門

家・住民などからなる学習者のチームヘ，また，「共同体」は教室から学習のネットワークヘ，そ

れぞれ移行する。つまり，「拡張による学習」とは，活動システム全体，いいかえれば学習のコン

テクストそのものの質的な転換を意味するのである。

このような動的•発生的なコンテクスト観は， 1で述べた図式主義への穎落の危険性を最小限

にとどめるとともに，先にあげたレイヴのコンテクスト観， とりわけ「舞台」としてのコンテク

スト観に対する批判ともなっている。レイヴにおいて，「舞台」は，人が影響をおよぼすことがで

きない所与の客観的なコンテクストとしてとらえられていた。しかし，そうしたとらえ方は，人

が構成するコンテクストのレベルを「場面」というミクロなレベルに限定してしまう結果を招く

ことになろう。これに対して，エンゲストローム (Engestrom,1993)は，制度のようなマクロな

コンテクストも，発生的な視点で眺めれば，集団的に構成されてきた活動システムとして理解で

きるのだとする (p.66)。実際，彼は，ヘルシンキ郊外の健康センターの医療システムの再編を，

活動システムの「拡張的な移行」の理論にしたがって具体化し，成功させている (Engestrom,

1993; Cole & Engestrom, 1993)。

このように，エンゲストロームの理論は， コンテクストにおけるマクローミクロの重層性をふ

まえつつ，「拡張による学習」を通じて，学習活動をミクロレベルだけでなくマクロレベルでも再

編していく可能性とプロセスを示している。学校教育の内容や方法だけでなく，学校という存在

そのものの正統性と規範性が疑義にさらされている現在の教育状況に対して，それは，学校の再

構築の一つのみちすじを提示してみせたものと評価できよう。

(5) 意味構成の再定義

コンテクストを以上のような活動システムとして把握するならば，意味構成それ自体にも再定
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義が必要になってくる。

授業における意味構成について考えてみよう。子どもは，教育内容としての知識を道具（媒体）

として，対象世界に意味を与えていく。ここでの意味とは，他者との対話によって構成される

ミーニングであると同時に，それと相互媒介的に構成されるセンスでもあった。こうして，子ど

もは対象世界を他者と共有していくのだし，また，個性的に感覚づけられた対象世界を創りだし

ていくのである。

しかし，エンゲストロームのモデルの示すところによれば， このような意味の構成は，実は，

主体が共同体の他の成員とどのような関係を構成しているかに大きく依存しているのだ。仮に，

固定された教育内容を生徒の頭の中に植え付けるために，〈教師が問い，生徒が答え，教師が評価

する〉という暗黙のルールや垂直的な仕事の分割がみられるときには，子どもは，対話によって

ミーニングを構成する機会を奪われ，またそれと相互媒介的にセンスを構成する意欲も失うだろ

ぅ。逆に， このようなルールや仕事の分割が日常化した教室の中で，意味の構成を生じさせよう

とするのであれば，われわれはルールや仕事の分割の再創造にも取り組まねばならないというこ

とになる。

以上から帰結されるのは，意味の構成は，同時に関係の構成でもあるということである13)。こ

うして，「拡張された活動システムのモデル」は，学習を分析し創造していく際の単位（学習の単

位）を示しているともいえるのである。

IIでは，以上の検討をふまえて，分数の意味構成のコンテクストを分析し，その問題点を明ら

かにすることを試みる。それは，エンゲストロームが「月の満ち欠け」について行ったのと同じ

く，分数という教育内容における伝統的な指導方法の批判的分析である。が，以下での分析の対

象は，教科書だけでなく，その批判の上に創られてきた民間教育研究団体（具体的には，数学教

育協議会，略称「数教協」14)）による理論・実践の成果にも及ぶ。その意味で批判の批判といえる。

II 分数指導の再検討

1. 一つの事例一~分数概念におけるつまずき

エンゲストロームにならって，つまずき（誤概念）に着目することによって，批判的分析を切

り開くことにしよう。分数概念における子どものつまずきを示す印象的な事例がある。 1973年の

数教協大会の公開授業（小学校 4年）において，次のような問題が出された15)。「2mの長さのひ

もがあります。これを 4つに同じに切った 1つ分は何 mですか？」。

これに対して，子どもたちは一人残らず「 1/ 4 m」と答えたので

あった（いうまでもなく，正答は「 1/ 2 m」である） （銀林， 1975)。

それ以来， この「ひも問題」は，分数概念でのつまずきをみるため

しロ―-2 i | ¥I 

の代表的な問題になった（例えば，日教組・民研， 1976;駒林・狩原， 1990;佐藤・中村， 1990

；真鍋 1992；森 1996)。そして，分数の意味がわかるということと，このつまずきを克服する

ということは，表裏一体のことがらとして探究されてきたのである。

数教協は，このつまずきを，「割合分数（あるいは分割分数）と量分数の混同」によって説明し

てきた。「割合分数」というのは，〈a,bという二つの数が与えられたとき， aを1とみなしてそ
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れに対する bの割合を b/aと表わすという考え方〉であり，また，「分割分数」というのは，〈b/

aを， a等分した bこ分とみなす考え方〉である。他方，「量分数」というのは，〈b/aを， b/am

やb/aR,などの量から抽象されたものとみる考え方〉である。このような割合分数（あるいは分割

分数）と量分数の二分法に立つと，先のつまずきは次のように説明されることになる。すなわち，

問題において問われているのは量分数（「何 mですか」）なのに，子どもの方は割合分数（ひもの

長さ全体を 1とみたときの 1/4)，あるいは分割分数（ひもを 4等分した 1つ分）で答えてしま

うために， このつまずきが生じたのだ， というわけである。

では，子どもはなぜ割合分数（あるいは分割分数）で答えてしまうのだろうか。数教協はその

原因を，学習指導要領・教科書にもとづいた分数指導にあるとみなす。これまで，学習指導要

領・教科書において主に採用されてきたのは，割合分数と分割分数である。 1947年版・ 1951年

版の学習指導要領では，割合分数と分割分数が並記されていた。ただし，割合分数が教えられた

のは中 1になってからであった。ところが，生活単元学習への反省から系統学習を打ち出した

1958年版の学習指導要領は，「割合指導要領」という呼び名が示すように，教育内容を貰く中心概

念として割合を位置づけた。その一環として，分数指導においても割合分数が強調され， しかも

学習を開始する学年が大幅に引き下げられることになったのである（萌芽的には小 2'本格的に

は小4から）。しかし，この方針は教育現場に大きな混乱をもたらし，種々の調査でも割合分数の

理解の困難さが示されたため， 1968年版では割合分数にかかわる内容は削除された。それ以降，

学習指導要領・教科書では，分割分数による指導が主流をしめるようになった。

このような学習指導要領・教科書の分数指導に対し，数教協では，量分数による指導を主張し

てきた。量分数による指導は， 1958年版の割合分数による指導の強調への批判から生まれたもの

である。「問題設定」で述べたように，分数の学習は，二つの記号を関係づけて一つの記号として

とらえること，すなわち「記号の記号化」を要求する。この二つの記号の関係づけという点にお

いて，割合分数と量分数は対照的な立場をとる。割合分数の方は，分数を二つの記号間の関係を

表現したものとみなし，その関係を割合として教える。これに対して，量分数の方は，二つの記

号間の関係を顕在化させずに，一つの量という実体を表現したものとして教えるのである。数教

協では，関係概念よりは実体概念，操作より量の方が理解しやすいという理論的前提に立って，

〈割合分数では「落ちこぼれ」を生む，どんな子どもにも「わかる授業」を行い学力を保障するに

は量分数で教えるべきだ〉と主張し，指導方法を開発してきた。その後，学習指導要領・教科書

の分数指導の主流が割合分数から分割分数に移行してからも，数教協では，量の大きさを表して

いない点で分割分数も割合分数の一つのバリエーションにすぎないとして，批判を続けてきた。

先のひも問題のつまずきは，学習指導要領・教科書の分数指導の不十分さの証左として引用され

てきたのである。こうした数教協の理論や実践は，今では学習指導要領にも部分的に取り入れら

れ，教科書にも量分数の記述がみられるようになっている。

以上のような割合分数（および分割分数）の批判，量分数の提案と実践は，「わかる授業」や

「学力保障」をめざす民間教育研究運動の方略~学

習指導要領・教科書をその原因として批判し， さらに，それにとって代わる教育内容・指導方法

の提案と実践を進める，という方略 の典型といえるものであった。

しかし，そもそもこのつまずきの解釈は正しかったのだろうか。以下では， この問いへの答を
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探っていくなかで，分数の意味分析を行うとともに，分数の意味構成のコンテクストやプロセス

について検討していきたい。

2.分数の意味分析

(1) 意味間の関係

まず，分数の意味分析から始めよう。これは，教育内容研究の一部にあたる作業である。従来

いわれてきた分数の意味（ミーニングとしての意味）を図示すれば，図 5のようになるだろう。

まず，学問のコンテクスト (cont学問）にお

ける分数の意味1とは，例えば「b/aという形の

式のことで， bをaでわった結果を表す」16) と

いったものである。つまり，学問のコンテクス

トにおいては，分数は，さまざまな意味づけが

可能な空の形式として存在している。そこで，
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学校というコンテクスト (cont学校）では，い

くつかの意味づけがなされることになる。まず意味2としては，「商分数」（二数a,bの商，すなわ

ちb-s-a)をあげることができる。これは，意味位ほぽ重なる意味であり，ここでは検討の対象か

ら外してさしつかえない。意味3にあたるのは，「割合分数」や「分割分数」である17)。さらに，意

味応は，「量分数」をあてはめることができる。既にみたように，従来，分数指導の対立点は，意

味3（割合分数など）と意味4（量分数）に焦点化されてきたのである。

では，日常のコンテクスト (cont日常）の意味5としてはどんな意味が考えられるだろうか。一

部の教師たちは，子どもたちが日常生活で構成する意味が「分割分数」であることを認めている

（例えば，新居， 1978)。現に，ひも問題のつまずきがあれほど子どもに浸透しているというのも，

単に学校で教えられるからというだけでなく，それがH常のコンテクストにおける分数使用に根

ざしたものでもあるからだ， とみる方が自然である。しかし，従来，ほとんどの場合，子どもた

ちが日常生活で構成する意味は，誤りや概念的混乱の元凶であり，学校で学ぶ量分数によって置

き換えられるべきものとみなされてきたのである18)。

(2) コンテクストという観点の欠落

しかし，意味の構成という点からみると，このような指導は問題をはらんでいるといわざるを

えない。子どもは多くの場合，学校の外で，直観的・無意識的にせよ，ある対象についての意味

構成を行っている。そしてその土台の上に，学校において，そうした対象についての分析的・意

識的な意味構成をせまられるのである。このとき，古い意味の新しい意味による代替や置換に

よって，十分な意味構成がなされるとは考えられない。なぜなら，意味構成とは，それぞれの子

どもがこれまでの生活史の中でつくりあげてきた意味連関の編み匝しとして行われるはずのもの

だからだ。

意味連関の編み直しとしての意味構成を促すには， Iで論じたように，意味構成のコンテクス

トに着目する必要がある。この視座に立ってながめてみると，分数の意味をめぐる議論において

は， コンテクストという観点がすっぽり抜け落ちていることに気づかされる。

以下では，分数指導における意味構成のコンテクストについて検討していく。コンテクストに
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着目することによって，〈割合分数（分割分数） VS．量分数〉という対立図式の誤り，従来の分数

指導における意味構成の問題点がみえてくるはずである。

3.分数指導における意味構成のコンテクストの批判的検討

(1) 量分数指導の方法

では，量分数指導における意味構成のコンテクストとはどのようなものなのだろうか。

量分数にもとづく分数の指導は， 例えば次のようにして進められる。ある量の水を 1£マスで

測っていくと，しばしば測りきれずに半端が出てくる。このとき，半端がいくつ分で 1£ （単位量）

になるかを見つけることができれば，その半端と全体の量がわかる（この方法を「互除法」とい

う）。例えば， 2¢と半端が出て，その半端が 3つ分で 1£になったのであれば，「半端は 1/3£で，

全体の量は 2½R」となる。実際の授業では，子どもたちが水を測ってみたり，あるいは折り紙に

移しかえて折ってみたり， といった具体的な操作を行うことを通じて，量分数概念を形成してい

くことが期待されている（例えば，布施他， 1988)。

ここでは，エンゲストロームが学校学習の本質的な特殊性としてあげた〈「対象」と「道具」の

転倒〉はみられず，むしろ，「道具」を用いた媒介的行為によって「対象」が変換され，新たな概

念の形成がめざされている。まず，「対象」は，半端のある連続量，つまり，既知の数概念では数

値化できない量である。そこで，互除法という新たな「道具」がもちこまれる。子どもは，実物

あるいはモデルの形で与えられた「対象」に対する具体的な操作として互除法を使うことによっ

て，半端のある連続量が数値化でき，それが分数という形で記号化されることを知る。こうして

量分数という新しい概念が意味をもって獲得されると考えられている。操作可能な「対象」にた

いし具体的かつ合理的な「道具」を介して働きかけることで，科学的な概念を形成し，今度はそ

の概念を自分の新しい「道具」にしていく。これは，分数に限らず，数教協の「わかる授業」（例

えば，銀林， 1983)に一般的にみられる方法論である。

ところで，互除法という操作は， 1950年代末に遠山啓によって量から分数を導くための方法と

して採用された（遠山， 1959,p. 28)。遠山によれば，互除法は古代ギリシャの大工などが半端の

ある連続量を測定するために使っていた，という。つまり，互除法は，分数の〈歴史的発生〉を

もたらした方法であるとされ，それを有力な根拠として，教授一学習という〈微視的発生〉にも

適用されてきたのである。

以上のような互除法を用いた量分数指導の実践は 1960年代半ばごろから試みられるようにな

り，前に述べたように，今では教科書にも採用されている。例えば，学校図書の教科書『小学校

算数 (3下）』（1996)は，次のような形で分数を導入している。「手を広げた長さを lmのぼうで

はかったら， lmとはしたがありました。／①はしたの長さは，どう表したらよいでしょうか。／

②はしたの長さは，何こ分で lmになるでしょうか」。そして，「 3こ分で lmになる長さを，『三

分のーメートル』といい， l/3mと書きます」と定義するというやり方である。

しかし，互除法による量分数指導は，はたして意味構成のコンテクストとして妥当なものなの

だろうか。

(2) 誤った対立図式

①分数の歴史的発生 フィクションとしての互除法一―-
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量分数指導への異議はまず，分数の歴史的発生に対して唱えられ始めている。上垣 (1996)は，

エジプト，バビロニア，ギリシャ（実用的な術としてのロギスティケー），ローマ，インド，中国

など，古代数学における分数の使用を調べることによって，分数が「ある量に対する分割操作の

結果得られた量を表現するための数」 (p.14)として発生してきたことをつまびらかにした。上垣

は， このような分数を「分割量分数」と呼んでいる。分割量分数は，従来の量分数と違って，半

端のある量を測定するという動機も，互除法という方法も含んでいない。では，これまで信じら

れてきた分数の歴史的発生についてはどうなのか。上垣によれば，互除法は，ギリシャ数学（理

論的な学としてのアリスメティケー）において，二つの数の比を決定する方法として用いられた

にすぎず，せいぜい割合分数の起源としてしかみることができない。つまり，互除法が分数の歴

史的発生をもたらしたという説は，いうなればフィクションであった， ということになる。この

ことは，互除法を使っても，人間が分数を社会的歴史的に構成し使用してきたコンテクストを再

現することにはならず，それは学校の中だけに存在する架空のコンテクストであるにすぎない，

ということを意味する。

さらにいえば，互除法は， もう一つ別な意味でもフィクションである。再び量分数の指導をみ

てみよう。このとき， 2½Rの場合のように 1 段階の互除法で測定できるとは限らない。例えば，

2%£の場合は 2段階， 2％£の場合は 3段階の互除法が必要になる。論理的にいえば，互除法を永

久に続けても測りきれない場合も存在するのだ（無理数の場合）。このような問題を避けるため，

実際の授業では，ほとんどが 1段階（せいぜい 2段階まで）の互除法で測りきれるように対象が

設定されている。つまり，互除法による量分数指導は，教室という空間での，分数を教えるとい

う目的のための，人工的・作為的なコンテクストなのである。

② 日常生活における分数の使用

一方，従来の量分数は，分数の日常生活での使用と切り離されてしまっているという点でも，

難点をかかえている。日常生活の中で分数が使われるのは，例えば次のような場面である。

例 1:目の前にケーキがある。家族 5人分を同じくらいの大きさで切り分けた。「 1人 1/5ず

つ食べられるね」。

例 2:スーパーでスイカの安売りをしている。「 1/4切れ 398円」。

例 3:レ、ンピに「牛乳2/3カップ」とある。目分量でカップを 3等分して想像上の 2の目盛り

のところまで牛乳を人れる。

いずれの場合も，使われている分数 b/aは，「一まとまりの対象を， a等分した bこ分の大きさ

を表す数」であり，「分割量分数」である。従来の「量分数」は普遍単位 (m,R,など）で表現した

ものを指していた。分割量分数は，普遍単位で表現されるとは限らないが，やはり量を表すとい

う意味では量分数であることに変わりはない。

確かに， 「1/5」や「 1/4切れ」はコンテクストから離れて自律的に量を表すことばではな

い。従来， 日常の分数が分割分数とみなされて量分数と区別されてきたのは， こういう理由によ

る。しかし，分数使用のコンテクストにおいては，十分，量を表すことができるのである。

スーパーでのスイカの安売りの場面をのぞいてみよう。「 1/4切れ」というとき，分割操作を

行う（包Tを人れる）前の「一まとまりの対象」が何であるかは，その対面状況への参加者（買

い手や売り手）の間では暗黙の了解事項（言語学でいう「前提」）になっている。したがって，「何
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の」 b/aであるかをわざわざ言わなくても量を表しうるのである。さらにまた．ーまとまりの対

象は数値化すれば 1（ケーキ 1こ，スイカ 1こなど）になるので，それを a等分した bこ分の大

きさは b/a(b/aこ）となり，「b/a」はそれだけで量を正確に表したことばとして機能する（こ

れに対して．先にあげたひも問題では，ひもの長さは lmではなくて 2mなので． 4等分した 1

こ分の大きさ「 1/4」と「 1/ 2m」の間に数値上のズレが生じてしまう）。

以上から． H常生活で使用される分数は．そのコンテクストの中では．単なる分割分数ではな

＜量を表すこともできる分数，すなわち分割量分数だということができる。

③ 〈割合分数（分割分数） vs．量分数〉という対立図式の誤り

以上の検討は，二つの帰結をもたらす。一つは．互除法がフィクションであるとすれば，それ

は分数の指導方法としての妥当性の有力な根拠を失うということである。

もう一つは，分割量分数の概念によって，従来の意味分析は改訂をせまられるということであ

る。既に述べたように．従来の意味分析では．分割分数を割合分数のバリエーションとみなして．

量分数と対比させてきた。〈割合分数（分割分数） vs．量分数〉というこの対立図式は，〈学習指導

要領・教科書 VS.自主編成された教育内容〉，あるいは〈つまずきを生じさせる日常的・非科学的

概念 vs.つまずきを克服する科学的概念〉といった対立図式と系をなすものでもあった。しかし，

分割量分数という概念は．この対立図式が誤りであることを示している。分割量分数においては，

分割分数と量分数は両立可能である。

(3) 量分数指導における意味構成のコンテクストの学校学習的性格

上にみたように，分数の歴史的発生においても． 日常生活においても分割量分数が用いられて

いるとすれば．子どもの多くが授業以前・授業外に構成している分数の意味（図 5の中の意味5)

も，やはり分割量分数だと考えるのが自然だろう。これまでの調杏結果はそのようにとらえ直す

ことができるし，また，後述するように．授業における子どもの発言もそれを裏付けている。と

ころが．従来の量分数指導では． 日常生活における分数を分割分数（あるいは割合分数）ととら

え，それとは独立した別個の体系として量分数を教えようとしてきた。そこから．意味構成のコ

ンテクストにどんな問題が生じただろうか。

① 量分数の授業から

以下では． 5年牛を対象にして行われたある量分数の授業（高山他． 1993)を例にあげながら

検討をすすめていくことにしよう 19)。この授業では互除法は用いられていないが．そのためにか

えって，意味の対立図式のもたらす問題点の方は浮かび上がってくるようにみえる。

この授業は，四つの「問題」から成り立っている。まず「問題 1」で，教師は「Clmに切った

赤いテープと．一人ずつバラバラの長さに切った白いテープをそれぞれの子どもに渡して）白

いテープで 1/ 2 mを作りなさい」と指示する。この場合，赤いテープを 2等分して 1/ 2 mをつ

くり，その長さにあわせて白いテープを切れば， 1／2mの白いテープができる。しかし．ほとん

どの子どもは．自分に渡された白いテープをそのまま 2等分して「 1/ 2 m」としたために，ふぞ

ろいの “l/2m” ができてしまう。そこで，教師は．「問題 2」として「 1/2m+1/2m=」を

計算させ， その答が lmとなるのに対し，子どもたちのつくった 1/ 2 mを2本つないでも lm

にはならないことを示して，矛盾をつこうとする。「問題 3」「問題4」の後，教師は，分数には

「割合分数」の「 1/2」（リンゴ 1/2. ようかんの 1/2. テープの 1/2など）と「量の分数」
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の「 l/2m」という「 2つの顔」があると説明し，「割合分数」には「単位がついていない」，「量

分数」には「単位がついている」と整理する。そして，「問題 1」から「問題4」をあらためてこ

の「 2つの顔」によって見廂すことで授業を終える。

分数の「 2つの顔」が，意味の対立図式を子ども向けに翻訳したものであることは明らかだろ

う。この対立図式を子どもに把握させることをめざして，教師は，意味構成のコンテクストを設

定している。それをエンゲストロームのモデルにしたがって記述すれば，次のようになる。授業

設計の上で，意味構成の「主体」におかれているのは子どもである。「対象」は，テープという眼

の前にある「一まとまりの対象」であり，この対象によって提示される問題である。この問題は，

ひも問題と同じく，「割合分数」で考えると誤答，「量分数」で考えると正答になる問題として想

定されている。つまり，使われる「道具」としての概念は，子どもによって，「割合分数」と「量

分数」とに分かれ，両者が競合するものと予想されている。意味構成をともに行う「共同体」は

教室の成員であり，そこでは，子ども同士のやりとりもみられるものの，基本的には，教師が問

い，生徒が答え，教師が説明する（教師が学習をコントロールする）という「仕事の分割」がな

されている。「ルール」についても，教授・学習の効率性，非対面状況での意思疎通といった学校

的なルールがみられる（後述）。

このような意味構成のコンテクストを，先にあげたエンゲストロームの伝統的な学校学習のモ

デルと比べると，「対象」や「道具」は数教協の「わかる授業」の方法論にしたがってつくりかえ

られているが，「共同体」やそこでの「ルール」，「仕事の分割」は質的に変化していないことがわ

かる。つまり， ここでの意味構成は関係の再構成とは切り離された形で企図されている，という

ことである。

② 二つのコンテクストのズレ

(a) 誤答する子どもたちのコンテクスト

では， このコンテクストの中で子どもたちはどのように意味を構成しているのだろうか。授業

をつぶさに追っていくと，奇妙なことに気づかされる。それは，教師の設定したコンテクストと，

誤答する子どもたちが現に身をおいているコンテクストとの間のズレである。

「問題 1」「問題 2」をめぐる教室談話をみてみよう。「白いテープで l/2mを作りなさい」と

いわれたとき，眼の前には白いテープがある。この対象は，子どもと教師にそれぞれどのように

映っているのだろうか。

誤答する子どもたちは「 l/2m」と「 1/2」,「 lm」と「 1」を区別せずに話している。これ

は，高山他 (1993)において，ある子どもが「先生が適当に切ったんだし， ［中略］ただ 1/ 2っ

て半分に切っただけだから，長さがばらばらになるのは当たり前だと思う」 (p.10)と発言し，ま

た別の子どもが「 l/2m+l/2m= 2/2 = 1」と計算して，ともに大多数の子どもから賛同を

得ていることにも示されている20)。子どもたちは，ちょうど文章題を解くときに式には単位をつ

けないで答にだけ単位をつけるように，「m」とは単に長さを表す単位にすぎず，その有無はテー

プの長さの表現自体には何ら影響しない， と考えているのだ。

こうして，誤答する子どもたちは，自分なりの意味（センス）を媒介させることによって，問

題を「白いテープで 1/ 2 mを作る」から「白いテープの 1/2を作る」へ解釈し直す。そうする

と， これは， 日常生活における分数使用のコンテクストと何ら変わりなくなる。教室にいる人び
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と（教師と子ども）は対面状況にあり，分割操作を行うべき「一まとまりの対象」が眼の前の白

いテープであることは暗黙の了解事項になっている。そこで，子どもは， 日常のコンテクストと

同様その一まとまりの対象を「 2等分した 1こ分」の大きさを表すことばは「 1/ 2」（あるい

は，それに単に長さを表す単位としての「m」を加えた「 1/ 2 m」）でよいと考えてしまうのであ

る。

誤答する子どもたちが， 日常のコンテクストに身をおいているということはまた，量分数の語

の使用に対して抵抗する子どもの発言にも示されている。例えば，ある子どもは，「 lmという言

い方はあるけど， 1 / 2 mという言い方はない」 (p.11),「lmを1/ 2にしたものだから， 1/2 

mとはちがうと思う」 (p.13)といい，また，ある子どもは，「 lmの 1/ 2は50cmだから，

[ 1 / 2 mではなく］ 50cmをたさないと lmにならない」21) という。これらの子どもたちにとっ

て，「50cm」や「0.5m」，あるいは「 lmの1/2」は現実の長さを示しているが，「 1/ 2 m」は

それらと等価関係にはない。これは，日常生活において「 1/ 2 m」という表現がまず使われない

という日常の分数の使用（ミーニング）からつくられた子どもの感覚（センス）だといえよう。

(b) 教師の設定したコンテクスト

一方， 教師の設定したコンテクストとはいかなるものであろうか。 ワーチ (Wertsch, 1991/ 

1995)のいうように，学校教育という特定の社会文化的状況において，教師は，「脱文脈化された

媒介手段 (decontextualizedmediational means)」によって，対象の「再概念化」をはかる (p.

111/p.150)。対面状況の中にある対象や話者間の暗黙の了解事項に依存する分割量分数と違っ

て，量分数は， コンテクストに関係なくいつでもどこでも同じ量を表す語なのであり， したがっ

て「脱文脈化された媒介手段」ということができる。ワーチによれば，「脱文脈化された媒介手段」

は，「二元論的類型学 (dualistictypologies)」（P.Bourdieu),「定義上の等価関係 (definitional

equivalence)」といった特徴をもつとされる。実際，量分数の授業においても，「脱文脈化された

媒介手段」はまさにこのような特徴をもっている。例えば，〈 1/ 2 vs. 1 / 2 m〉,〈割合分数 vs.

量分数〉，〈単位がついていない vs．単位がついている〉といった対立図式には「二元論的類型学」

がみられ，また，〈 l/2m=lmの半分＝ 50cm〉という関連づけには「定義上の等価関係」が

みられる。教師は，こうした対立図式や関連づけによりながら，「脱文脈化された媒介手段」とし

ての量分数の概念（ミーニング）を獲得させようとするのである。

では，「脱文脈化された媒介手段」としての量分数の概念が重視されるのはなぜか。それは，量

分数が体系的な教育内容を効率的に教えることを可能にするからである。量分数を用いれば，分

数の四則演算の説明は容易になる。例えば，「 1/5+2/5」において，分母どうし・分子どうし

をたして「 3/10」としてはなぜいけないのか。これは，「 1/5m+2/5m」というように量分

数で意味づければ説明しやすい。つまり，このコンテクストは，体系的な教育内容を効率的に教

えるという学校的な要求をみたすコンテクストだといえる。

正答する子どもたちとは，教師が設定したこのようなコンテクストの中に身をおいている子ど

もたちである。それは，例えば，「 1/ 2mというのはどんな時でも lmの半分で 50cmのことだ

から，どういう時でも同じになると思います」 (p.11),「1/ 2 mは1/2と違って，これは 1/2

mなので， lmの半分で 50cmだと思います」22)といった発言に示されている。このコンテクス

トにおいては，教師と子どもは現実には対面状況にありながら，談話の暗黙の「ルール」として，
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非対面状況でも意思疎通できるような語の使用を行っている。

このように，教師の設定したコンテクストは，「脱文脈化された媒介手段」の獲得を目的とし，

教授・学習の効率性，非対面状況での意思疎通といった「ルール」をもつ学校的なコンテクスト

なのである。

③ 意味構成におけるセンスとミーニングの切り離し

教師の設定したコンテクストと子どもの想定するコンテクストとの間にズレがあるとき，そし

てそのことに教師が気づいていないとき，授業における意味構成はどのような難点をかかえるこ

とになるだろうか。

既にみてきたように，一般に子どもはそれぞれの生活史の中で，共同体から付与されるミーニ

ングを創造的につくり直して， 自分なりのセンスをつくり上げている。授業における意味構成と

は，そのようなセンスを表出し合い，他者との対話や対象世界とのつき合わせを通じて，共有し

うる新たなミーニングを構成し，さらにそのミーニングを取り込んで自分のセンスを豊富化し創

造し偵していくことだと考えられる。

上にあげた量分数の授業でも，子どもは，日常生活の分数のミーニングとして共同体で使われ

ている分割量分数を取り入れて，自分なりのセンスをつくり上げ，それを授業の中で表出してい

た。また，教師の出した問題をめぐって，正答する子どもたちと誤答する子どもたちの間に議論

もみられた。しかし，その議論から，共有しうる新たなミーニングが構成されることはなかった。

ただ，教師が子どもの答を「二元論的類型学」を使って二つのミーニング（「割合分数」と「量分

数」）に振り分け，そして「量分数」の方を長さを表す分数として正統化することによって，新し

いミーニングを提示しただけである。そこでは，子どもが表出したセンス（長さを表す分数とし

ての分割量分数）は非正統化され，誤り，概念的混乱としかみなされない。その結果，誤答した

子どもたちは，〈単位がついていない vs．単位がついている〉という不十分な基準を取り込み，自

分のつくり上げてきたセンスと教師によって与えられたミーニングを何ら連続性のない対立的な

意味とみなすことによって， これら二つの意味を共存させる。それは，授業後に，多くの子ども

たちが「今日の勉強で， 1/2と1/2mは，単位のつきぐあいで，全然ちがうことなんだとわか

りました」（高山他， 1993,p. 31)といった感想を述べていることに表れている。このような単な

る意味の共存は，意味の再構成の失敗を帰結するのである。

4.分数指導のオルターナティヴ 「わかる授業」の再構築

(1) つまずきの再解釈

以上の検討から，「わかる授業」の再構築にとって必要な条件の一つは，意味構成のコンテクス

トに着目することだということができる。再び，ひも問題にたち返って考えてみよう。

3での検討をふまえれば，ひも問題のつまずきに対して，従来より踏み込んだ解釈ができる。

子どもの眼の前には，「一まとまりの対象」としての一本のひもがあり，それを 4等分した 1こ分

の長さが問われている。そこで，子どもは， 日常のコンテクストと同様に，分割量分数を使って

「1/4」（あるいは，単なる長さの単位としての「m」をつけた「 1/ 4 m」)と答えるのだ，とい

うことである。「 1/4」は， 日常のコンテクストにおいては，量を表すことばとして十分機能す

る。しかし，ひも問題という，「脱文脈化された媒介手段」での解答が求められる学校のコンテク
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ストにおいては，誤答になってしまう。以上のように，ひも問題のつまずきは，分割量分数の使

用，および子どもの想定する日常のコンテクストと教師の設定した学校のコンテクストとのズレ

によって生じたと再解釈できるのである。

(2) 複数の意味間の連続性と非連続性

分数指導のオルターナティヴとして求められるのは，こうしたコンテクストのズレを意識さ

せ，分数の複数の意味間の連続性と非連続性を理解させるような指導である。

従来の量分数指導では， H常の分数を分割分数（あるいは割合分数）ととらえ，それとは独立

した別個の体系として，学校の分数，すなわち量分数を教えようとしてきた。これに対して，新

たな分数概念指導のH標は，ひも問題を例にとっていえば， 2mのひもを 4等分した長さが「も

とのひもの 1/4であり， 1 / 2 mでもある」ことを理解することである。「もとのひもの 1/4」

と「 1/ 2 m」は，量分数の二通りの表現 「もとのひもの 1/4」の方は「もとのテープ」を

単位とみなした表現であり，「 1/ 2 m」の方は「 lm」を単位とみなした表現 である。つま

り，両者の違いは，長さを個別単位で表すか，普遍単位で表すか，という違いだといえる。そし

て， この違いの背後には，それぞれの表現を生み出すコンテクストがあるのだ。

既に述べたように，子どもたちが答えるのは「 1/ 4」であり，それと「 1/ 2 m」を結びつけ

るためには，少なくとも二つのギャップ，すなわち，（a）「 1/4」と「もとのひもの 1/4」の間の

ギャップ，（b)「もとのひもの 1/4」と「 1/ 2m」の間のギャップを埋めなければならない。 (a)

のギャップを埋めるためには， 暗黙の了解事項を言語化しなければ， すなわち「 1/4」の前に

「もとのひもの」をつけなければ，分割操作の結果できたひもの長さを正確に表現することはでき

ない，ということに気づく必要がある。さらに (b)のギャップを埋めるということは，対面状況に

いない人びとにも伝わる長さの表現にすることである。それには，「もとのひも」という個別単位

による表現ではなく，「 lm」という普遍単位による表現が求められる。このギャップを埋めるに

は，「 1/ 2 m」が「 lmの1/ 2」であること，「もとのひもの 1/4」と「 lmの1/ 2」の構造

が同じであること（どちらも「対象 Xのb/a」という構造になっている）などの認識が必要にな

るだろう。

ある概念がわかるとは， このようにして， コンテクストの違いからもたらされる複数の意味間

の連続性と非連続性を理解することであり，決して，二分法的な振り分けによって正統化された

一方を習得することではない。それは， 自分の身をおいているコンテクストを拡張しながら再文

脈化していくプロセスでもある。教室における意味構成とは，拡張的再文脈化のなかで，意味連

関を編み直していくことだといえるのである23)0 

む すび

本稿では，主要にはエンゲストロームの理論に依拠しながら，分数の指導と学習を例に，意味

を分析するためのモデル，意味構成のコンテクストを分析し創造していくための枠組，教室にお

ける意味構成のプロセスについて検討し提案を行ってきた。そのなかで明らかになったことを以

下に整理してみよう。

Iでまず論じたことは．意味は，社会的に共有された安定した意味としてのミーニングと，個
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性的に創造され感覚づけられた動的な意味としてのセンスとに分けてとらえられるということで

ある。この区別をふまえると，授業における社会的および個人的な意味構成とは，子どもがそれ

ぞれの生活史の中で，共同体から付与されるミーニングを再創造してつくり上げてきた自分なり

のセンスを，授業の場で表出し合い，他者との対話や対象世界とのつき合わせを通じて共有しう

る新たなミーニングを構成し，さらにそのミーニングを取り込んで自分のセンスを豊富化してい

くことだ， ということができる。では，そうした意味構成が行われるコンテクストはどのように

とらえられるのか。本稿では，活動システムについてのエンゲストロームのモデルを援用するこ

とでその考察を行った。主体・道具・対象・共同体・仕事の分割・ルールという六つの構成要索

からなるこのモデルは，マクローミクロのコンテクストの重層性をふまえた学校学習の分析を可

能にするとともに，意味構成については，それが同時に関係の構成でもあるという意味構成の再

定義を促すものであった。

続いて IIでは， Iで提示した意味構成のコンテクストの枠組にしたがって，分数概念の指導の

再検討を行い，「わかる授業」の陥穿を指摘した。まず分数の意味分析の結果明らかになったこと

は，歴史的発生においても日常生活においても創られ使われてきたのは分割量分数なのであり，

したがって，〈割合分数（分割分数） vs.量分数〉という従来の対立図式は誤りだということであ

る。「わかる授業」の一つの典型である量分数指導は，その主要な方法としての互除法が社会的歴

史的なコンテクストに根ざしていないこと，通常の教室のルールや仕事の分割が質的にくみかえ

られていないこと，意味の二分法的分類が強調されていること，などの点で，学校学習的な性格

をもっている。これまで割合分数や分割分数の誤った適用によって生じるとされてきた「つまず

き」は，実は， こうした性格をもつ教師の設定したコンテクストと子どもたちが現に身をおいて

いるコンテクストとのズレによって生じるのだと再解釈できる。ところが， このズレが気づかれ

ないまま先の対立図式にしたがって指導が行われると，授業の中で子どもがセンスを表出して

も，それは，教師が教えようとしている正統的なミーニングとは異なる非正統的な意味，誤り，

概念的混乱としかみなされないことになる。子どもが，自分の身をおいているコンテクストを拡

張しながら再文脈化していくこと，そうした拡張的再文脈化によって，自らの意味連関を再構成

していくことを援助するような指導が，従来の「わかる授業」へのオルターナティヴとして求め

られているといえる。

今回の検討は，意味構成のコンテクストの中でも，かなりミクロなレベルを対象にしている。

しかし，本論の中でふれたように，エンゲストロームのモデルは，マクローミクロを結びつつ学

校学習を内部から再編していく可能性とみちすじを提示してみせている。意味構成のコンテクス

トをめぐる問題は，個々の教育内容や一時間の授業の再構成から，学校の制度的境界を超えた学

習ネットワークの創造にまで頂層的に広がっている。その重層性をどう分析し，教育の再構築に

つないでいくか。今後の大きな研究課題である。

注

1) 世界を「言語世界」「現実世界」「概念世界」に分けて，「コンテクスト（文脈）」を「言語世界」に

おいて，「状況」を「現実世界」において，それぞれ意味を規定する要素とする見方（石崎， 1992)
もあるが，本稿では，両者の間にこのような区別は設けず，ほぼ同義で用いる。なお，それぞれの
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語の使い分けは慣用に従う（例えば．「脱文脈化」「状況的認知」など）。

2) "social constructionism"という語が使われることもある。 中原 (1994) は， 「社会的構成主義

(social constructivism)」の代表的論者として，アーネスト (P.Ernest) とコプ (P.Cobb)をあ

げている。

3) 客観主義に対する批判としては， Johnson(1987 / 1991)を参照のこと。ただし．本稿でいう客観主

義は，かなり素朴な形態のものである。

4) 例えば，佐藤学 (1996)は，構成主義を四つの系譜ー一心理学的な構成主義の系譜（Piaget,von 

Glasersfeldなど）．認知心理学的な構成主義の系譜 (Gibson,Neisserなど）．文化・歴史心理学の

構成主義の系譜 (Dewey,Vygotskyなど），文化人類学的な構成主義の系譜 (Laveなど） にお

いて把握し， このうち第三•第四を「社会的構成主義」と呼んでいる。

5) ヴィゴッキーとその学派が通例「社会歴史的」という用語を使っているのに対し． Wertsch(1991/ 

1995)は．文化的な違いを歴史的な差異に変形させてしまう傾向を批判し，ヴィゴッキーらの理論

をバフチンの発話，声．社会的言語，対話といった概念やアメリカ文化人類学の知見と結びつける

ことによって．「社会文化的アプローチ」を切り開いた。ただし． Cobb(1994 b)が「社会文化的な

パースペクティヴ」として引用しているのは，ヴィゴッキー，レオンチェフ，ロゴフ (B.Rogoff), 

レイヴなどであって．「社会文化的」という語をこのような限定された意味では用いていない。

6) ユーリア・エンゲストローム (YrjoEngestrom) は． 1948年生まれ。 1987年に． “Learningby 

expanding"でヘルシンキ大学より博士号（教育心理学）を取得。その後，カリフォルニア大学サン

ディエゴ校コミュニケーション学部教授となり，現在にいたる。 1989年より 1995年まで LCHC

(Laboratory of Comparative Human Cognition)の所長。現在．ヘルシンキ大学の「活動理論お

よび発達的ワークリサーチセンター (Centerfor Activity Theory and Developmental Work 

Research)」の所長を兼任。

7) "3HatieH11e"と“CMblCJI’'に対して，柴田訳『思考と言語」では，「語義」と「意味」という訳語があ

てられているが．ワーチ（田島他訳）『心の声Jでは．「意味」と「意義」があてられている。こう

した訳語上の混乱を防ぐため，また， “3HatieH郎”と “CMblCJI"の両方を含む，より一般的な「意味」

と区別するため．本稿では．英語訳を援用して． “3HatieH11e"を「ミーニング」， “CMblCJI"を「セン

ス」と表現する。

8) エーコのいう「状況」と「コンテクスト」はともに，本稿のコンテクストに含めてよい。

9) 図中において．／／は記号表現．《》は記号内容．（conta)は「aというコンテクスト」． dxとCXと

はそれぞれ表示義・共示義でともに一定の意味を表す。

10) 上野 (1996)は．「協同的な活動 (collaborativeactivity)を記述し．また．分析しようとするとき，

困難であり，また．これという解がありそうには見えないのは，活動の“単位’しあるいは．活動に

おけるコンテキストやそれらの“境界”をどのように定義すべきかという問題である」 (p.5)と述

べている。

11) 以下の各構成要素の説明においては， Engestriim(1987, 1996)および Cole& Engestriim (1993) 

における記述を総合し，必要に応じて他の研究の知見を援用した。

12) エンゲストロームは，矛盾には次の四つのレペルがあるとしている (Engestriim,1987, p. 89)。活動

システムの各構成要素の内部における第一の矛盾，活動の構成要素間の第二の矛盾，現在の活動シ

ステムの対象／動機と新しい活動システムの対象／動機との間の第三の矛盾，新しい活動システム

とそれに隣接する活動システムとの間の第四の矛盾。図 4に示した学校学習の活動の矛盾は「第一

の矛盾」にあたる。

13) 佐藤学 (1995.1996)は．本稿とは別の角度から，教育実践を．「世界作り」「仲間作り」「自分探し」

という三つの領域における「意味と関係の構成」と定義している。

14) 1951年，数学者遠山啓を中心に設立された．算数・数学教育分野における代表的な民間教育研究団

体。 とくに 1960年代には． 民間教育研究運動の旗頭として他の教科教育研究や教育学にも大きな

影響を与えた。機関誌は『数学教室』（国土社刊）。

15) 授業者は．徳島の小学校教師・後藤田明孝氏であった。
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16) ジェームズ・ジェームズ (1992/1993)の「分数」の項の説明を一部修正。

17) 意味出は，この他に，「操作分数」(「b/a」を「…の b/a」とみて， 7aXbという操作を表している

とする見方）もある。これは， 9分割分数」を数式化したものと考えることができる。

18) この点に関して，分数の授業の検討会の中で，佐藤学は次のように発言している。「一般に三分の一

とか四分のーと言ったときに，日常語にある分数（分割分数）の観念が相当支配してると思うんで

すよ。［中略］ 1::1常の観念には触れないで，数学的な観念をぶつけていく手もあるだろうけれども，

日常使っている分割分数の観念をいったん押さえた上で，量分数の学習をさせる必要はないんです

か。ここでは，どういう意味あいで使っているかとか，日常の観念とのつながりと違いですね」（稲

垣他， 1992,pp. 28 f)。これに対して，当時数教協の委員長だった銀林浩はこう答えている。「『 2/3

リットル」はともかく液量がこれだけあるということを表していますからわかりやすいのに対し

て，［分割分数の］『 2/3』では『何の』三分の二かわからないから，わかりやすいようで，よく考

えてもわからないんですねJ(p.29)。この銀林の発言は，日常の分数に対する否定的態度を代表し

ている。

19) 授業者は，埼玉の小学校教師・高山守氏である。この授業は，『数学教室』誌上（高山他， 1993)で

検討されたほか， 1988年沖縄大会， 1994年松本大会でも公開授業にかけられるなど，数教協の内部

では高く評価されているものである。高山氏は，これと同じプランにもとづく授業を何回も行って

いるという。なお，本稿での検討にあたり，高山他 (1993)の他に，同じ授業者・プランにもとづ

＜授業のビデオテープ 2本（一つは沖縄大会での公開授業，もう一つは自分の担任する学級で行わ

れたもの）を参照した。高山他 0993)はいわゆる「飛び込み授業」であるが，自分の学級でもほ

ぼ同じ授業が行われており， この要因の影響はさほど大きなものではないといえる。

20) 同様の発言として，「 1/ 2 mたす l/2mはlmじゃなくて 1になる」（沖縄大会公開授業）など。

なお，「 1/2」と「 1/ 2 m」の混同を示した実験研究として，小野田・麻柄 (1985)，真鍋 (1992)

などがある。

21) 沖縄大会公開授業での子どもの発言より。

22) 松本大会公開授業での子どもの発言より。

23) Ueno (1993)は，物理学を例にとって，拡張的再文脈化としての学習について論じている。
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