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京都大学高等教育研究第 4号

大学教育における授業の構造と構造化

田 中 毎 実

(京都大学高等教育教授 システム開発センター)

TheStructureandStructurlngOrClassroom inUniversityEducation.

TANAKATsunemi

(ResearchCenterforHigherEducation,KyotoUniversity)

本章ではまず､授業者自身の自己反省という形で､平成 9年度プロジェクトの全体を､おおざっぱに振り返 ってお

きたい｡最初に､この年度の試みを概観 し､次いで､この年度に提起された実践上の具体的な諸問題を振り返 り､最

後に､これらの作業を踏まえて､この年度にえられた理論的成果を ｢大学授業の構造とその構造化｣の把握という角

度から､まとめておきたい｡

1 平成 9年度プロジェク トについて

1)公開実験授業の概要

公開実験授業 ｢ライフサイクルと教育｣は､｢学生たちの く教える存在)への自己形成を助成する高度一般教育｣

を意図 している｡この意図の実現をめざす私たちの具体的な方策は､講義を通 じて学生たちを授業者の現在従事 して

いる ｢教育学の再構築｣という学問的作業に参加させ､それによって彼らの (十分に自覚されていない)｢教育に関

する前理解 (Vor-verstandnis)｣を反省させ再構成させることである｡

授業は､常時､ ビデオカメラ3台ないし4台で収録され､授業案や資料をもっ参観者たちが観察する｡ 授業終了前､

受講生に授業評価票や各人の ｢感想 ･意見 ･反論/何でも帳｣などへ記入させ､回収する｡ この ｢何でも帳｣のコメ

ントすべてへごく短い応答を書き込んで､次回授業開始前に返却する｡受講生のコメントのうち授業構成上有用ない

くつかを選んで印刷 ･配付 し､前時のふりかえりと導入に利用する｡ 授業に引き続いて教室隣の会議室でおよそ二時

間､センタースタッフと参観者とで､授業案､配付資料､四分割画面に再生されるビデオ映像､授業評価票などにも

とづいて､授業検討会を実施する｡

この授業は､京都大学の全学共通科目を特徴づける ｢高度一般教育｣という特異なカテゴリーに属 している｡ 京

都大学は､大学設置基準の大綱化に先立ち､教養部の組織を総合人間学部や人間環境学研究科へと再編するのにとも

なって､全学的な教養教育の実施体制とその理念を根本的に見直 した｡まず､教養教育の実施体制は､総合人間学部

を責任部局とする全学体制に組み換えられた｡そして､教養教育の理念もまた､専門教育の準備や基礎や補充である

ばかりではなく､高度な専門教育と相互に補完 しあいっつ高等教育を構成するものとしても､把握されることになっ

た｡後者が､高度一般教育の理念である｡高度専門教育と高度一般教育とによって補完される高等教育とは､良 く知

られているマックス ･ウェーバーの用語を振って言うなら､｢-ー トのある職業人 ･専門人｣を育成する教育である

といえよう｡ 私たちのプロジェクトもまた､先に述べたように ｢学生たちの 《教える存在)への自己形成を助成する

こと｣をめざしており､このような高度一般教育の理念のもとにある.

講義の受講登録学生は､この3年間で､30名､100名､300名と増加 し､彼らの所属学部もここ2年間は､薬学部を

唯一の例外として､全学部にわたっている｡ 私たちは､r履修の手引き』などで繰 り返 し､｢公開実験授業なので常時

3台以上のビデオカメラで撮影 し､かなりの参観者があり､毎回授業評価などのデ-クーを取る｣ と告げている｡そ

れにもかかわらず､受講生はこのように毎年急角度で増加 している｡ 学生の問での講義に関する情報の速度と精度は､

きわめて高い｡このことを考慮するなら､受講登録学生の急速な増加は､この授業への彼らなりの肯定的な評価であ
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ると受け取ることもできる｡ ただし､｢実験授業｣においてデーターを処理する側の能力の制約から､一定数以上の

受講生にはとても対応できない｡そこで､私たちは当初からずっと､受講制限を考えてきた｡ 9年度は受講制限なし

で何とか凌いだが､10年度は､所属学部のバランスを考えた上で､受講生を70名に制限することになった｡これが授

業に及ぼす影響については､現在､検討中である｡ なお､現在までの様々なデータ-を分析する限り､所属学部の違

いによる受講生の質的差異は､あまり顕著には認められていない｡

授業公開については､年間に数度､京都大学の全学に広告のチラシを配布した｡学外には公開研究会などの機会が

あるごとに､参観を呼びかけた｡ しかし､このプロジェクトが広 く周知されるにあたって力があったのは､マスコミ

による数回の好意的な報道である｡ ともあれ､後で詳 しく述べるように､参観者数 もまた､現在まで確実に増加 して

きた｡参観者には､臨時の参加者よりも､かなりの回数を付き合う常連の方が多い｡学内よりも学外の参観者の方が

多いが､さすがに高等教育関係者の方が､それ以外の学校種 (小学校､高等学校､工業高等専門学校など)からより

もはるかに多い｡センターの関係者を除けば､常連では､文系よりもむしろ理系の参観者の方が多い｡このようなバ

ラエティは､討論の幅を拡げ活気づける上であきらかに効果がある｡

授業内容については､詳 しくはすぐ後の節で述べるが､毎年少 しずつ改良を加えた｡たとえば､この授業は､ライ

フサイクル全体を主題とする｡ しかし､一年間の授業では､とてもこの全部を扱うことはできない｡そのため､毎年､

扱う段階や順序が異なってきている｡ 9年度と10年度は､ 8年度の反省を踏まえて､青年期を最初に扱った｡これに

よって､講義は､受講生の実存的反省へのかかわりという意味を増すことになった｡

2)授業目標 ｢教える存在への教養教育｣- 相互行為としての教育学教育 -

授業者はこれまでの自分の研究州で､在来の ｢教育学｣(pedagogy)を､｢子どもを導 く術｣という語源に制約 さ

れた狭い枠組みから解放 して､｢ライフサイクルと異世代間の相互形成｣を丸ごと問う ｢人間形成論｣へと再構築 し

ようと試みてきた｡この広い関連領域のうちでどんな主題を取り上げてみても､人間形成の基本構造を示す同じ図柄

が繰り返 し現れる｡たとえば､子どもの ｢独り立ち｣(ひとりだち)の冒険は､周りの人たちとの相互信頼で支え ら

れる｡ 冒険による子どもの自立-の成熟は､これを支える人々の支える活動による ｢生み出す力｣ (ェ リクソンのい

う "generativity")の獲得 ･成熟と噛み合って､相互形成の連関をっくりだす｡同じように､死にゆく人々の ｢一

人発ち｣(ひとりだち)の冒険もまた､周りの人々との相互信頼で支えられる｡死にゆく人の死の受容への成熟 もま

た､これを支える人々の支える活動による ｢生み出す力｣の獲得 ･成熟と噛み合って､相互形成の連関をっくりだす

のである｡

公開実験授業では､ライフサイクルのさまざまな局面での人間形成の有様を検討 し､具体的に人間形成論を展開す

る｡ところが､このような授業が進行するにつれて､受講生と授業者､授業者と参観者の問で､錯綜 した相互形成の

連関が創り出されてくる｡そして､この生きた連関を自覚的に検討することによって､特定の局面に焦点づけた相互

形成論の精微な展開が可能となるのである｡ こうして､授業の内容的展開と相互形成連関の構築がともに､人間形成

論の理論構築を促進することになる｡ 公開実験授業は､教育の理論構築と教育学教育の実践とが互いに規定 しあい循

環的に推 し進められる､きわめて生産的な場なのである｡

この複雑な相互形成連関から､｢受講生-の働きかけ｣という局面だけを取り出してみると､これが､｢≪教える存

在への教養教育)としての教育学教育｣となる｡ エリクソン流に言えば､胎児ですら､若い父親候補者-父親である

ことを教える､教育者である｡ しかし自覚的な教育者であるためには､教師であれ､親であれ､上司であれ､先輩で

あれ､ともかく ｢教える存在｣へと成熟 しなければならない｡この授業での受講生の ｢成熟｣への働きかけは､次の

ように貝体化される｡ 受講生たちがいっのまにか無自覚に保持 している ｢教育｣に関する前反省的な前理解や認識枠

組み ･行為枠組みに働きかけ､これに反省を加えさせ､彼らの ｢教える存在としての人間｣-の自己形成を助成する

のである｡ 自分たちの前理解の反省という学生の能動的な活動は､授業を意識的に相互行為として組み立てることに

よってのみ可能となる｡

それにしても､このプロジェクトにおける多種多様な相互行為は､どうすればもっとうまく生産的に組織されるの

だろうか｡つまり､これらの相互行為が相互形成でもあるためには､どのような意図的な働きかけが必要なのだろう

か｡ことわるまでもなく､この問いこそが､この公開実験授業というプロジェクトを駆動する中心的な問いである｡
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本章の以下の考察もー基本的には､この問いをめぐるのである｡

3)平成 9年度における受講学生数と授業構成

すでに述べたように､平成 9年度の授業では､受講登録学生数は100名を超えた｡次節で詳 しく論ずるように､ ビ

デオの撮影や分析､とくに受講生の行動分析などをきちんと計画するとすれば､その分析に携わる私たちスタッフの

能力の限界を考えて､分析対象である受講生の数には限定を加えざるをえないだろう｡ このプロジェクトでは､発足

の当初から受講制限を考えてきた｡初年度は､登録学生が30名そこそこであったので､その必要はなかった｡ しかし､

平成 9年度では受講制限についてかなり真剣に討議 した｡その挙げ句､結局､制限は実施 しなかった｡

平成10年度プロジェク トとは異なり､この年度では､十分な ｢実験｣を設計 し実行することはしなかったので､そ

の点では､危倶 した不都合はなかった｡ しかしそれでも､常時70名程度の出席者に対 して､それなりの対応をしなけ

ればならないことになる｡授業者の負担は､否応無 しに増加 した｡この人数に対処するために､受講生に毎時間記入

させる ｢何でも帳｣のサイズを､前年度のA4サイズからB5サイズに縮小 した｡それでも､受講生のすべてのコメ

ントに授業者のコメントを付け､授業構成に利用できる受講生の適切なコメントを選んでB4で 1枚程度の資料に構

成 して印刷 し､教材を集め印刷 し､授業案を作成 し印刷するという一連の授業準備に､毎週ほぼまるまる2日間を要

することになった｡これは､｢なるべく通常の授業を手がかりにプロジェク トを進める｣という授業者の当初の見込

みには､大きく反することである｡

学生が多人数受講することには､利点と欠点がある｡先にも述べたように､この授業では多層的な意思疎通のネッ

トワーク- たとえば､授業者と受講生､受講生どうし､授業者と参観者､受講生と参観者など- を編みあわせる

ことを意図 した｡この意図は､受講生の増加によって､有利になったとともに､打撃 も蒙った｡たとえば､人数が増

加 したことによって､授業中の討論や ｢何でも帳｣コメント抜粋の印刷 ･配布などによる受講生のネットワークづく

りは､あさらかに広がりと深まりを増すことになった｡ しか し､人数が多すぎて彼らとの授業反省会や参観者との交

流会などが実施できなかったこと､授業-の彼らの肉声での参加をあまりうまく促せなかったことなどは､あさらか

なデメリットである｡

4)平成 9年度における講義の経過と参観者

この授業は､通年開講である｡ しか し昨年と同様､夏季と冬季の授業を合計 3回ほど割愛 した｡このせいで､実施

回数は21回にとどまった｡そのうちの- 最初の 1回を除 く- 20回を公開 した｡授業全体を概観すると､全体過程

でも部分過程でもその経過は 〔遭遇/探索/確立〕の繰り返 しであることが分かる｡ これは､｢危機｣をきっかけに

して新たな局面-展開 してゆく私たちのライフサイクルの有様と､はば同一の構造である｡ 授業者の立場から全体経

過を見ると､平成 9年度は､ 4月14日から6月2日までが ｢遭遇期｣､ 6月9日から10月27日までが ｢探索期｣､11月

10日から今日までが ｢確立期｣である｡この区分の仕方に異論が有 り得ることは､いうまでもない｡

授業内容については､ 8年度に青年論が扱えなかったことの反省から､ 9年度はあえて青年論から始め､引き続い

て､ホスピタリズム論､児童虐待論を論 じた｡この内容構成は､それなりに成功 した｡大半が大学入学 したての一回

生である受講生たちにとっては､青年論から出発 して､児童論､家族論､老年期論､大人論と進む授業構成に付き合

うことは､現在の自分から出発して過去の自分-遡行 し､ひるがえって遠い未来そして近い未来の自分へと想像力の

翼を広げることとなった｡こうして彼らは､それぞれに自己確立の旅路をたどることになったのである｡

このようにして授業内容が身近になった副産物として､｢何でも帳｣などにきわめて私的な内容のコメントを書 く

学生が多 く現れることになった｡これもまた次節で詳 しく議論するように､私的なコメントが多く現れたのは､何も

授業構成のせいだけではない｡それは､授業者が授業にコミットするように受講生たちに繰 り返 し呼びかけたことを､

彼 らが彼らなりに真撃に受けとめたことにもよるのかもしれない｡受講生のあまりにも私的なコメントに授業者がど

のように対処するかは､授業者にとっても､受講生にとっても､授業の進行にとっても､微妙でしかも大切な問題で

ある｡この対処の仕方によって､お互いの授業への距離の取 り方やコミットの仕方が決まり､この関係の在り方が以

後の授業の構成の仕方を大きく決定するからである｡ もっとも､これも後で詳 しく議論するように､私たちの経験で

は､受講生たちの私的なコメントの出現の仕方は､授業の時期によってもある程度決まってくる｡ たとえば､通年授
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業の ｢遭遇｣期から ｢探索｣期にかけての時期は､学生たちが授業者との距離を模索する ｢鍔迫 り合い｣の時期であ

るために､必要以上に接近 したり､逆に､距離をとったりする｡ 平成 9年度の授業でも､探索期から確立期にかけて､

授業者との距離の点で扱いにくいコメントは､ほぼ消えた｡遭遇期で距離を見計 らいっつ自己確立を図るという作業

が､予期 したよりも深 くなされたと考えるべきかもしれない｡

この授業の参観者は､前年度と比べて､若干増加 した｡ 3年目の公開実験授業では､参観者はさらに増えた｡ こう

して確実に増えてはいるが､激増 というには程遠い｡私たちがこのプロジェクトでこれまで試みてきたような形で参

観を求めることは､すでに限界に達 しているかもしれない｡参観者は､京都大学の内部からよりも､むしろ外部から

の方が多い｡臨時の参観者よりも､かなりの回数参加する常連の方が多い｡他の学校種 (小学校､高等学校､工業高

等専門学校など)からの参観者よりも､大学からの参観者の方がはるかに多い｡ しかし､これも後で議論するように､

他の学校種の教員の参加によって､私たちには､大学教育の普遍性 と固有性についてかなりの見通 しが得 られた｡セ

ンターのメンバーを除けば､文系の参観者よりも､理系の参観者の方が多い｡このように異なった背景を持つ人々の

議論は､ある場合には意思疎通の難 しさの原因になったが､多 くの場合には､議論が生産的に展開するきっかけとなっ

た｡

ともあれ､この授業で授業者は､前年度と同様に､学生の眼､参観者の眼､ヴィデオなどによって､常時､錯綜 し

た視線に晒された｡参加者の少なさという問題はあるが､昨年同様､辛 くはあるが生産的な体験だった｡大学の授業

が何であるかについて､まだよく整理できないくらいに､多 くの思考材料が与えられた｡たとえば､ この実験授業を

通 じて､授業というフィール ドの複雑さ､それをネットワークにくみ上げることの必要性などが明 らかになったので

ある｡本稿では､平成 9年度プロジェクトにしぼって､この意義を敷宿 しておきたい｡

2 平成 9年度プロジェク トにおける授業研究上の諸間男琵

今年度のプロジェク トにおいても､前年のそれと同様に､数多 くの授業研究上の諸問題が提起された｡今の時点で､

これらのすべてに､かならずLも解決の見通 しが与えられたわけではない｡ しか し､未解決のそれも含めて､すべて

は､大学において今後授業研究のなされるべき方向性を示 しているものと考えて良い｡本節では､ これ らの諸問題に

ついて､まずは授業者の立場から､まとめてお くことにする｡ このまとめは､第一に､授業形式の複雑さ､第二に､

授業-の不適応､第三に､授業の流れと相互行為の型の変化､第四に､受講生の数と参加様態､第五に､｢何でも帳｣

による相互行為､の五つの部分に分かれる｡

1)授業とメタ授業一 授業形式の複雑さ-

この授業の内容を規定する根本的タームは､｢ライフサイクル｣と ｢異世代間の相互性｣である｡ 授業では､ この

二つのタームを､さまざまな議論が繰 り返 し回帰する二つの焦点に据えて､ライフサイクルの各局面における異世代

間相互行為について､順番に論 じている｡ そこで､授業のどの局面にあっても､まるで金太郎飴のように､同一の議

論や教育実践や教育現実への深い ｢インタレス ト｣(利害ないし関心)｡第二に､｢ライフサイクル｣ と ｢相互性｣ に

関連する特異な主題群｡第三に､議論を自分と無関係なものとしてではなく､自分の存在そのものとの関わりにおい

て捉える､自己反省性｡ この三つである｡理論的インタレス ト､特異な主題群､自己反省性という三っの要件か らな

る授業における議論展開の形式は､次に述べることか らあさらかなように､人間形成論そのものが理論的に構成され

る際の根本形式でもある｡

この授業で見 られる群論的インタレストや特異な主題群が､人間形成論を在来の教育学から区別する大きなメルク

マールでもあることは､ことわるまでもなくあさらかである｡ さらに､人間形成論 は､在来の教育学 とは異なり､

｢ライフサイクルの後半｣や ｢教育することによる教育者白身の成熟｣などを視野に入れる包括的な理論である｡ し

たがってそれは､理論構成主体である大人自身にとっては ｢自己反省性｣という根本的特性をもつことになる｡ この

り返 し同 じような議論に付き合うことによって､ じょじょに､人間形成論そのもの-と導入されることになるのであ

る｡
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人間形成論の授業と理論との対応関係は､授業 レベルでの議論展開と理論 レベルでの理論構成との形式上の一致だ

けにはとどまらない｡両者は､内容的にも一致する｡ たとえば､この授業は､授業者､受講生､参観者の間に､授業

を対象化するメタ視線による自己反省性を求め､さらにメタ視線の錯綜 した絡み合いによる相互性の編み合わせを求

める｡まさにこの点で､人間形成論を論ずるこの授業は､相互性に彩 られた人間関係を生成 し､ しかもその生成を集

団的反省的に捉える営みである｡ まさにこの点で､この授業は､人間形成論が常に新たに生成する具体的なフィール

ドでもあるといえるのである｡ この目弦のするような自己言及的な仕組みによって､授業者は､授業を行っている間

中､自分がまるで ｢裏返 しの手袋を族めている｣ような､いわば ｢懐かしい居心地の悪さ｣を感 じつづけてきた｡

授業者は､理論の発生する現場で当の理論を伝え､伝えられた理論によって新たに理論の発生するフィール ドが創

り出されることを､繰り返 し体験 してきた｡理論にとってきわめて生産的なこのフィール ドにおいて理論について語

る授業者としての私は､そのように語る間ずっと､ある独特の充たされた生産性の感覚を､感得 し続けてきている｡

私は､受講生にもこの独特の感覚を､何とか して伝達 したいものだと考えてきた｡メタ授業を構造的に組み込んだこ

の授業の成否は､授業というフィール ドにあって授業を対象化 し生み出す者のこのような独特のメタレベルの感覚の

伝達と共有の如何に関わっているからである｡ これが十分に達成されたかどうかは､以下の議論で若干の検証が可能

であるにしても､十分に検討されてきたわけではない｡残された今後の大きな課題の一つである｡

この授業は､メタ授業の性格をもたざるをえない｡授業に参加する人々がすべて､授業の場での意思疎通に参加 し

ながら､同時に､意思疎通そのものをモニターする目を持ち合う. このようにメタレベルの視線を共有 し合うことに

よって､はじめて､この授業は､授業者と受講生の相互形成､授業者と観察者の相互研修になりうる｡ しかもその限

りでこの授業は､公開実験授業という本来の意図を果たしうるのである｡ つまり､この授業は､授業者､参観者､学

生のすべてが､授業にコミットしながらしかも授業そのものについて考えるという､メタレベルの作業に従事 した時

にはじめて､公開実験授業でありうるのである｡ この趣旨が良 く理解できている受講生 もいる反面､これが煩わしく

てたまらないという受講生 もいた｡煩わしいという感想 もまた確実に､ただたんに授業における言語的意思疎通 レベ

ルでの認知にとどまらず､さらに言語的意思疎通を対象化するメタレベルでの認知をも前提としている｡ その意味で

は､授業の本来の趣旨を良 く踏まえたうえでのものである｡｢メタ授業｣という趣旨は､学生たちには､総 じて良 く

理解されているものと考えてよい｡

2)授業への不適応

もちろん､今述べたような厄介な授業形式にどうしても馴染めないで､最後までかなり不適応気味の受講生たちも､

たしかにいた｡ しか し ｢何でも帳｣のコメントなどを見る限り､彼 らは､不適応気味の受講生たちのうちでは､ほん

の少数派である｡ これらの受講生たちの大半にとって､不適応の原因は､むしろ別のところにある｡ 授業-の参加意

欲の欠如､授業の難 しさなどである｡この授業は自由選択科目であるから､受講生たちの授業へ向かう当初の構えは

一様ではない｡自分なりのインタレス トに基づ く積極的肯定的なものから､単位取 りのための消極的否定的なものに

至るまでの､大きなバラエティが存在するのである｡ この授業が公開実験授業であることを承知で参加 している学生

が大半である以上､参加学生の多 くが前者に属 していることはたしかである｡ しかし､後者の数 もなお侮り難 く多 く

ある｡ とくに､全学共通科目のうち自分たちがどうしてもうまくのれない文系科目から嫌でも幾っかを取 り揃えざる

をえない理系学生に､この意味でのコミットの欠如が多 く見 られるようである｡ メタ授業が煩わ しいという感想を持

つ学生は､最初からコミットしない学生に比べれば､はるかに主体的に授業にコミットしているのである｡

授業内容の ｢難 しさ｣については､授業者の判断は容易ではない｡ この授業では､出来上がった理論を伝達するわ

けではない｡ しかし､受講生を人間形成論の生成過程に随伴させるためにも､どこかでいっか理論そのものについて､

話さないわけにはいかない｡人間形成論の理論的生成は､新たな関連理論や新たな教育状況との出会いをきっかけに

する｡ そこで､教育状況との出会いで理論が生成する過程について､語ることができる｡つまり､理論を理解させる

上で有効な骨太の事例 - それも学生たちの日常からは大きく離れた厄介な事例 - について語ることはできるので

ある｡ しか し､今一度繰 り返すなら､人間形成論に関するこの授業では､いずれいっかは理論について語るほかはな

い｡さらに､この授業では､厳密な理論を求める学生､事例を好む学生､雑談的な知識教授 しか受け付けない学生な

ど､さまざまな学生がいる｡彼らをどのように扱 うべきなのか｡たとえば､今年度 も児童虐待事例について論 じたの
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だが､事例を好む学生と好まない学生がいた｡さらに事例を好む学生のI11にも､事例を自分に即 して理解できる学生

と自/))からは縁遠いものとして切り離 してしまう学生がいた｡授業者はこの時､｢私が授業で行 う解釈 もあ くまで一

つの解釈の可能性であるに過ぎず､他の可能性 も大きく開かれている｣と指摘 し､とくに､実践においては ｢不可避

的に解釈を行いっつも､つねに異なった解釈の可能性にも開かれていることが大切であり､むしろ解釈が事実の側か

ら覆されることが望まれる｣とも述べた｡事例と理論との生成的な関連について説明 し､学生たちをこの解釈の共同

作業にくみこもうとしたのだが､これが十分にうまく伝わったとは必ず しも思えなかった｡

本来､授業にやすやすとっいて くる学生に対しては､教授法の研究を行う必要はない｡授業についてくるのが難 し

い学生を､授業の水準を落とすことなく､どのようにして授業にコミットさせるのかが課題である｡ 残念ながら､こ

の課題について､この年度の実践 も適切な解決法を見つけることはできなかった｡

3)授業の流れと相互行為の型の変化

上述の ｢自分の意思で意欲的に参加 した学生｣と ｢授業へのコミットの度合いの低い単位取 りのための学生｣との

分裂は､残念ながら､時間がたってもうまく修復されず､むしろますます目立 ってきた｡教育の成果があまりなかっ

たということになる｡ ともあれ､授業者 と受講生との相互行為の有 り様は､当初の分裂を相変わらず抱え込みながら

も､全体としてみれば じょじょに変化 してきた｡この変化について詳 しくは次節で論ずるが､この理論的検討に先立っ

て､ここでは､具体的な経過をみておこう｡

まず､｢遭遇｣期がある｡この時期には､授業者と受講生が､鍔迫 り合いによって相互行為の基盤を構築する｡次いで､

｢探索｣期が訪れる｡ この時期には､遭遇期で築かれた基盤にもとづく相互行為によって､互いの理解を深め､相互行為

の安定 した型を構築する｡ もちろん､この二つの時期の転回点 もある｡たとえば､第 8回 (6月9日)には､授業に

対する否定的なコメントが一挙に増えた｡声の聞き取 りにくさへの苦情が3名､授業の内容や形式について否定的な

コメントを述べたものが 4名.後者のコメントについては､受講生と参観者の全員-討議用の資料の一部として印刷

し､配付 した｡直接に否定的ではないが､内容的にみて明 らかに授業者へ反発 しているものは､さらに多 くあった｡

たしかに当日は､ひどく蒸 し暑かった上に､マイクの調子が悪かった｡ しかしこれは､授業-の反発を誘発 した一つ

の原因ではあっても､その直接的な原因ではない｡前後の｢何でも帳｣の記述の流れを見るかぎり､この時期までに授

業の目標である学生の前理解への働きかけが､一一定程度効 きはじめた｡彼 らは､自分たちの前理解を防衛するために､

適当なきっかけを見っけて､授業者から距離を取ろうとしたのではあるまいか｡こうして､授業者と受講生が互いに

距離を計 り合って関係の在 り方を作り上げる ｢遭遇｣(鍔迫 り合い)の時期が終わり､一歩踏み込んで関係そのもの

のありかたを問題にする ｢探索｣の時期に入ってきたものと考えられるのである｡遭遇期から探索期-のこのような

転回点は､前年度にも同 じように見られた｡

授業そのものに対 して抵抗を示すコメントは､その後の 2回でほぼ消失 した｡これは､否定的なコメントへの授業

者の正面か らの対応の帰結であるかもしれず､あるいは､以後数回の授業での受講生たちの ｢のりのよさ｣の結果で

あるかもしれない｡プライヴァシーにかかわる面倒な記述 も､あまり目立たなくなった｡いずれにしても授業は､一

つの転回点を越えた｡ この間に､登録学生が100名以上あるなかで､受講生は､65名から70名の間で定着 した｡ この

定着率は､平均から見てけっして悪 くはなかろうが､それでも20名程度の (最初からまったく来なかった/途中で釆

なくなった)学生たちがいることになる｡ この学生たちのことについても､検討会では幾度か議論 したが､それ以上

格別の立ち入った検討はしなかった｡この点 も､次年度以降の研究主題になる予定である｡

4)受講生の数と参加様態

平成 9年度プロジェク トの最大の問題の一つは､100名を超える多人数の受講登録学生への対処の仕方である｡ す

でに述べたように､『履修の手引き』などでは､授業を構成する上で双方向性を確保 したいという理由か ら､50名ま

でで受講制限を実施するとうたった｡ したがって受講制限を実施することは間違ってはいない｡ しか し8年度は10数

名たらずの受講者数であったので､この授業の公開実験 という性格からしても､今回はできるだけ多 くの受講生で授

業を実施するべきであるとも考えた.一般教育担当者の多 くが苦 しんでいるのは､多人数授業である｡ とすれば､一

般教育の公開実験授業ではできるだけ受講を制限すべきではない｡私たちは､このように考えたのである｡
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受講生の多さによって､学生の集団として持っ力量は､たしかに爆発的に増加 した｡授業者の授業展開の一部は､

あさらかにこの増加に助けられた｡たとえば､適切な機会を設けさえすれば､受講生たちは相互に刺激 しあい､その

議論は圧倒的な展開力を示 したのである｡ しか し残念ながら､授業者は､この増大 した受講生の力を十分に組織化す

ることはできなかった.それにしても､こんなふうに受講生が増えた上で､なお在来のような一方的な一一斉教授をさ

けて双方向性を確保するためには､どうするべきか.受講生の側からのフィー ドバックの機会をどのように作るべき

か｡授業者は､幾つかの方策を試みたが､それには､成功 したものと､失敗 したものがある｡確実に目に見える成果

があったのは､受講生の｢何でも帳｣からのコメント抜粋の仕方を変えることであった｡

コメント抜粋は､通常は授業の振 り返 りと導入に用いる｡ 授業構成に用いることのできるコメントは､総 じて言 っ

て､比較的水準が高い｡ このようにして選ばれる書き手は､ともすれば偏 りがちである｡ 逆に､授業にあまりコミッ

トしない学生のコメントの水準は総 じて低 く､それが取 り上げられる度合いも低い｡いくら書いても無視されがちな

ので､彼 らの授業-のコミットは､ますます低下 しがちである｡ 典型的な悪循環である｡ この悪循環を断っには､コ

ミットの低いコメントをも取 り上げる機会を作 らなければならない｡可能な限り多 くの彼 らのコメントが取り上げら

れるべきなのである｡ しかし､抜粋は､反省と導入に用いられるので､それに用いることのできる時間は､せいぜい

授業時間の前半までに限 られる｡ したがって､抜粋で取 り上げるコメント数 も､せいぜい6つから8つの間である｡

常連の受講生数の10分の 1程度である｡ 授業者は､コミットの薄い受講生たちのコメントを意識的に取 り上げたり､

通常の 1倍半程度 (総数 9から12)に抜粋の枠を広げ､その中に彼 らのコメントを取 り込んだり､受講生全員のコメ

ントを整理 し印刷 して配布 したりした｡

取 り上げるコメントが多いと､全体を扱 ったり､一つ一つをじっくりと見ることなどは､とてもできない｡ しか し､

資料として渡 してあるので､受講生たちが後で読むことはできる｡ さらに､整理されそれぞれの項目にまとめられた

コメント群は､互いに反発 し合ったり反論 し合っているので､これを生か し､授業者の解説を最小限にして､議論に

参加するようにコメントの書き手に訴えた｡ この試みそのものは､十分に成功 したとは言い難いが､それでも､数の

多さを逆に学生を授業参加させるための一つの手段として利用することはできた｡

コメントのすべてを配布 した時間では､授業の構成をできるだけ受講生に任せることを試みた｡事前に若干の注意

(授業の意図､進行の仕方など)を与えた上で､学生に順番にコメントを読み上げさせ､次いで､ コメン トを読んだ

学生に意見を求め､さらに､受講生の全員に意見を求め､それがなければ次に進むという形で､授業を進めたのであ

る｡懸案であった ｢全員参加｣という課題は､コメントのすべてを配布 したことで､第一義的には達成 した｡すべて

のコメントを配布することによって､全員のコメントがどのようであり､授業者のコメントが全体としてほどの程度

のものであり､自分のコメントと自分への授業者のコメントが全体のなかでどの程度の水準と位置にあるのか､これ

らの点を一人一人に周知させることもできた｡ この授業のやりかたについて､受講生の側からは､おおむね賛意が示

された｡ これでは困るという否定的なコメントも若干あったが､これらの大半は､｢読み上げてコメン トをっける｣

という作業を強要されることに対 して､抵抗があるものと読み取れる｡ かりに受講生の自発性を徹底的に尊重するな

ら､すべてのコメントをいっさい構成せず､ア トランダムに印刷 して配布 しこれを頑から討議することも考えられる｡

しかし､このやり方はとらなかった｡ この授業でめざしているのは､｢学生の授業構成力を生か した教師による授業

構成｣であり､｢すべての授業構成を学生にゆだねる｣ことではない ｡ この回に限 らず､教師の介入をどの程度にと

どめるべきかは､この授業でいっも苦慮するところである｡

ところで､この授業が ｢公開｣｢実験｣授業であることが､受講生に｢自分たちが操作的に扱われているのではない

か｣という疑心を引き起こす可能性がある｡事実､その趣旨のコメントも散見された｡ しか し､授業者はこの授業で､

受講生や参観者を操作的に扱 う意図はまったくない ｡ そのことは繰 り返 し話 したし､よく了解されたものとも考えて

いる｡ 受講生に対 しては､調査の意図や結果､授業後の ｢検討会｣の内容などを､なるべ く多 くの機会を見っけて､

できるだけ詳 しく伝えた｡ さらに､この授業は､たしかに ｢実験｣授業であるのだが､伝統的な ｢仮説/検証｣とい

う意味での ｢実験｣授業ではない｡この授業は､たとえば､後で詳 しく論ずるように､授業という ｢構造｣の ｢構造

化｣を把握するエスノグラフイー的な調査のためのフィール ドなのである. このフィール ドをなるべ く風通 しの良い

生きた形で保ちたいと考えるのは､この種の調査者にとっては当然の希望である｡

受講登録学生はたしかに多人数ではあるが､出席者は多くの場合､70名以下である｡ したがって､受講生のコミッ
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卜を促 し､授業の双方向性を成立させるためには､授業者が受講生の名前を覚えること､それを前提に適切な受講生

を指名することなども､十分に可能である｡ 検討会でも､この趣旨の示唆が幾度かくり返された｡ しかし､名前を覚

えることに関 しても､指名に関 しても､授業者にはかなりの抵抗があった｡｢何でも帳｣のコメントは､授業場面など

では匿名で扱われることを前提として書かれている｡さらに､指名されたら困るとの受講生のコメントも､若干はあっ

た｡ しか し､今の時点で振 り返 ってみると､私が受講生の名前を記憶することと指名すること-強い抵抗を感 じ続け

てきたのは､私が､大学の一一般教育における授業者と受講生とのあるべき距離についてもっているイメージに強 く拘

束されているからであると思われる｡ 授業者には､一般教育の大人数授業では､ほぼ同じ受講生たちに一週間に一度

会うことを繰 り返 し､やがてあっさりと別れるという､強固なイメージがある｡ しかもこのイメージは､大学の一般

教育では､かならず Lも特殊なものではなく､かなり一般的に共有されているものと思われる｡ ここには､私の大学

授業の構成の仕方を規制する一種の固有文化- たとえば､教師と学生との相互行為を ｢大人｣ないし ｢紳士｣どう

しの相互性-と規制する対人関係の伝統的文化 --が存在 しているといえるのである｡

5)｢何でも帳｣による相互行為

平成 9年度のプロジェクトでは､授業における相互行為を構築する上で､｢何でも帳｣のもっ大きな意義について､

多 くの知見をえることができた｡

まず､｢何でも帳｣でコメント欄の大きさが指定されていることについて｡ 記述欄に短い単文をただ書 きなぐったコ

メントもあり､欄から大きくはみ出して しまう長大なコメントもある｡前者のコメント内容は総 じていい加減であり､

彼らの授業へのコミットの度合いが問題となる｡ 後者は､論 じようとする問題が彼ら自身にとってとても小さな欄で

は扱いきれないほど大きい場合と､(病的か否かは別として)欄の制約に無頓着であったり､注意力が散漫であった

りする場合がある｡授業者は､｢論 じようとする問題が自分にとって大きすぎる場合には､コメン トを別の用紙に書

いて綴 じ込んでもよい｣と指示 した｡ この示唆に応 じて､前回の抜粋で取 り上げられた自分の議論を補足するコメン

トが､一枚のノー トを綴 じ込む形で詳細に書かれてあったこともある｡ このコメントに対 しては､授業者は､適当と

思われるコメントを返 しておくと同時に､授業場面でも口頭で一般的な形で応答 した｡ただし､一言付け加えて､こ

のような綴 じ込みが増えると今後整理が厄介になるので､｢これはよくよくのことであり､けっして通例にな らない

ように｣とも言っておいた｡全体的に見て､コメント欄が小さくなった分､取 り上げるに値する重厚な議論が減り､

かわりにコミットの度合いの薄いステレオタイプな記述が増えたようにも思われる｡ しかしこの点についての評価は､

まだ定まっていない｡ここではまず､問題のあるコメントの典型的な類型を､幾っか挙げておこう｡

投げやりで､授業者との議論を遮断するようなコメントが､ほんの数名だが､はば常連のような形で､毎回書かれ

ていた｡さらに､何度 もそのコメント-の私のコメントで指導を加えたにもかかわらず､毎回毎回､無反省でステレ

オタイプな思考を､そのまま臆面 もなく露出し続けているコメントもあった｡ これらのコメントが抱える問題は､と

くに全員のコメントを配布 したときに､際立って目立 った｡それに気づかないのは､おそらく当の書 き手だけである｡

これらのコメントは､総 じて短 く､無意味に断定調である｡ こんな文章は､授業で創造されるべき意志疎通のネット

ワークを､自分から遮断 しているのである｡

通常なら､私は､このようなコメントをことさらにとりあげて攻撃することは､控えることにしている｡私の経験

では､特定のコメントへの授業者の攻撃は､書いた当人だけではなく､全受講生-の攻撃であるかのように受け取 ら

れ､授業の雰囲気全体を暗 くしがちだからである｡ しかし､ 9年度の授業では､これらのコメントへ､あえて授業者

から働きかけることにした｡受講生の人数の多さからして､ある程度､強制的な指導 も試みなければならないと考え

たからである｡ 今回に限定 して言えば､不適切なコメントが取 り上げられ､やわらかに攻撃されることが､むしろ一

定の教育効果をもちえたように思われる｡この授業者の扱いへの本人たちの反応は､｢何でも帳｣を見るかぎり､総 じ

てかなり素直であり､それ以来､この種のコメントは確実に減ったからである｡まずは､安心 した｡ しかし､ もちろ

んそればかりではない .｢応答を切断する悪い例｣として授業者がやわらかく攻撃 した学生の一 人は､授業者に対 し

て外見上攻撃的ではあるが､実質的には防衛的なコメントを書いた｡授業者は､これがそれまで欠かさず出席を続け

ている学生のものであることを考慮 して､それ以上はあまり攻撃をしないように心がけた｡この中途半端な応答が妥

当であるかどうかについても､まだうまく判断できていない ｡ ともあれ､これらのコメントの扱いについては､十分
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に慎重であって良いが､まったく扱わないでおくべきではないとも思われる｡ いずれにせよ､難 しい決断である｡

授業や授業者に対 して ｢否定的な｣コメントも多 くある｡ 本稿の前の節および本節の注 7でも述べているように､

これらが出現するさまざまな条件が考えられると同時に､これらが頻出する特定の時期もある｡ともあれ､一般的に

言って､｢否定的な｣コメントは､それなりに授業者とのコミュニケーションに踏み込んでいる点で､｢無意味な｣コ

メントよりも､はるかに積極的に評価 し､適切な仕方で対応すべきである｡ まず第一に､否定的反応を誘発する諸条

件 (たとえば教育内容の適切性､配列や順序､ しゃべり方､マイクや気温や騒音といった教室環境など)は極力排除

し､第二に､否定的反応にもきちんと向き合うことを従業者自身が身をもって示すべきであろう｡

ひどく長 く感情的で､授業者-無理やりに共感的なコメントを書 くよう強要するかのようなコメントもあった｡授

業者はこれらには､半ばは応え半ばは無視するコメントを書いた｡記述内容が少 し異様で､気になるコメントもある｡

たとえば､記述全体の流れからすれば､対人関係に軽い障害感をもっているようだが､それ以上の大きな問題は感 じ

られないようなコメントがある｡さらに､授業内容の変化にはかかわらず､いっでも自分自身の現在の在り方だけに

拘泥 した､きわめて私的で余裕のないコメントもある｡逆に､こんなゆとりのない状態で､良 くこれまでこの授業に

付き合ってきたものである｡ この私の感想めいたコメントに対 して､この受講生は､｢私は､この授業が好 きです｡

何故かというと､堅苦 しくないからです｡他の授業は､内容的にも雰囲気的にも固苦 しいものがあり､私は､そうい

う授業は緊張するので出れません｡だから､こんな授業が大学にもっとあればいいのにと思います｡｣と書いている｡

読みづらいほどに苦 しい私的な体験を綴った上で､すぼらしい ｢回復の物語｣を書いた受講生 もある｡ 授業者には､

｢今後も頑張ってほしい｣という以上のコメントは書けない｡総 じて､授業の形式 (コメントの強要) と授業の内容

(青年論)が､必要以上に内密な記述を誘発 しているのではないかと考え､授業者は､あれこれ反省 したり後悔 した

りするほかはなかった｡これら気になるコメントを書いた受講生はすべて､その後の ｢何でも帳｣の記述を見るかぎ

り､自分たちの側から授業者へ各人にとって ｢適切な｣距離をとることができたように思われる｡

それまでこの授業のほとんどすべての回に出席 してきた一人の受講生が､大学の他の授業に出席できない自分につ

いて､数回にわたって自己分析を続けたことがあった｡この記述からは､この受講生にはかなりたくましく健康な力

のあることが感 じられた｡授業者は､この力を尊重 して､個人的な接触をこちらから求めることはせず､コメントの

記入による励まし以外の特別の措置も取 らなかった｡さらに､授業場面ではごく一般的に､苦 しくなったら孤立 しな

いで手近の誰を頼 っても良いし､京大には学生相談室 も高水準のものがあるから利用するようにと､話 しておいた｡

以後､この受講生は､自分から授業者へ適切な距離をとってくれた｡

以上のような ｢何でも帳｣を介する受講生との対話は､高度一般教育をめざすこの授業そのものにとって中核的な

意義をもつと同時に､大学授業における授業者と受講生との相互行為の在り方を一般的に示唆するものである｡私た

ちは､これに関する知見を一般化することを試みたO以下の理論的成果と課題は､この考察と作業のもたらしたもの

である｡

3 理論的成果と課題

本稿の結論として､ここでは､平成 9年度プロジェクトの理論的成果と残された課題について､大雑把に触れてお

きたい｡これらは､大学授業の構造と構造化という研究主題に関わっている｡

1)主題- 授業の構造と構造化-

授業は､教えるものと学ぶものとの相互行為である｡今日でもなお､大学授業の大半は一方的な講義である｡ それ

でも多 くの場合､学生の内的活動が誘発され､その反応 (頑や視線の動き/ うつむき/あくび/居眠 り/私語など)

で､授業者の語りが規制される｡ やはり相互行為である｡公開実験授業で私は､ごくありきたりの ｢一斉教授｣とい

う形式にあくまで執着 した｡ したがって相互行為は､あまり表立 ってはみられない｡ しか し､｢何で も帳｣やヴィデ

オ分析や学生の授業評価や参観者による授業検討会などを通 じて､一斉教授における相互行為の実態は､かなりあら

わにされ､検討の素材となってきた｡

授業における相互行為は､そのつどユニークな仕方で創造されるわけではない｡大半の場合､あるていど秩序だて

られ､類型化されている｡ 絶え間なく変転する相互行為の流れには､一定の秩序がみられる｡ この相互行為の秩序を
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｢構造｣と呼ぼう̀2'｡ この構造は､学年はじめか ら十分な形で存在 しているわけではなく､相互行為その ものの蓄積

によって､ じょじょに構造化されてくる｡大学授業研究は､どんな授業にもかならず見 られる構造と構造化を把握 し

なければならない｡ しか し大学教育でこれが深刻に問われることは､ほとんどなかった｡

授業の構造や構造化が意識され議論されるきっかけは､二っある3̀'.授業構造がすっかり破壊されて､授業がはな

から成立 しない場合｡授業構造があまりにも固まり過ぎて､相互行為の柔軟で創造的な展開が妨げられる場合である｡

いずれにせよここには､望ましい授業展開が妨げられているという､障害感がある｡ その意味では､我が国の高等教

育でこの間題が懸命に問われる日が来るのも､それほど遠 くはないだろう｡ それでは､大学授業の構造とは何か｡構

造の構造化とは､どんな出来事か｡授業の構造と構造化には､大学とその他の学校種で違いがあるのか｡授業構造は､

自由聞達で創造的な相互行為を妨げる要因なのか｡それとも相互行為が成立する不可欠の前提条件なのか｡構造と構

造化は､どんなアプローチで把握できるのか｡以下､研究の方法､成果､残された課題の三つの項目に分けて､これ

らの問いについて考えてみよう｡

2)方法- 現象学的 ･生態学的アプローチ-

授業の構造は､授業参加者にとっては日常的で自明である｡ 日常的で自明な構造は､魚がまわりの水を認知 し難い

ように､参加者の意識からはどうしてもすり抜けがちである｡あえて意識化 し把握するためには､現象学的な日常性

研究といった手法を用いなければならない｡公開実験授業では､授業者､参観者､学生など多数の人々の錯綜 した視

線をうまく協働させるように努めた｡一つの授業をめぐるさまざまな意味づけの豊かな交渉という､集団的現象学的

アプローチによって､私たちは､日常的で自明な授業構造を､何とか把握することができたのである｡

次に､授業構造の構造化は､長い時間をかけてゆったりと進む目立たない過程である｡ これを短時間の実験状況で

把握することはできない｡時間をかけた生態学的アプローチが求められるのである｡ 私たちは､三年間にわたる通年

授業を丸ごと研究対象にするという､きわめてゆったりとしたタイムスパンをとっている｡ このような生態学的アプ

ローチによって､構造化の過程 もまた､何とか把握することができたO

｢現象学的/生態学的アプローチ｣ という言葉は､合衆国の研究者たちのいくぶんルーズな使い方に準 じている{4'｡

彼らにとって現象学的アプローチとは､第一に､解釈学などとともに､在来の量化的アプローチに対抗する､質的ア

プローチである.さらに第二に､心理学領域での認知論革命や人類学領域のフィール ドワーク技法 (参与観察)など

とともに､在来の客観主義的 ･対象化的アプローチに対抗する､相互主観的で生態学的なアプローチである｡現象学

的/生態学的アプローチは､質的/相互主観的であり､在来の量化的/対象化的アプローチに対抗 し､ これを補完す

る(5)ものである｡

授業の現象学的研究は､シュッツ流に言えば6)､教師と生徒の日常的な構成 (意味付与)の二次的理論的構成 (意

味付与)である｡日常的構成の大半は､当の本人がさほど意識せずに遂行するルーティンワークであるか､さもなけ

れば､突発的事態にロ出嵯に反応する自覚以前の判断/活動である｡日常的構成の二次的構成は､無/非自覚的な構成

の意識化ないし自覚である｡ だからそれは､授業者､受講生､観察者それぞれの構成をあえて互いに絡み合わせ､互

いに相対化することによって､はじめて可能となる｡

このことを､参与観察の立場から説明 しよう｡授業者､受講生､観察者は､それぞれの立場から授業に参与 しつつ

授業を観察する｡ 私たちは､授業の一 次的構成を二次的 ･相互主観的に把握するために､関係者全員が参与と観察の

｢自己分裂｣に意識的自覚的に直面するよう､積極的に働きかける｡ 参与者たちは､互いの- 無自覚的な部分 も含

めて- パースペクティヴを相対化 しつつすり合わせる｡ こうして､参与と観察の分裂は､相互主観的構成を成立さ

せる有効な道貝なのである｡ それでは､分裂はどのようにしてもたらされるのだろうか｡

授業者ならふつう誰でも授業中に､参与 と観察の自己分裂を体験 し､これを生かして授業を構成する｡ これに加え

て､観察者の所見､ ビデオ､学生の授業評価などさまざまな関連データが与えられると､授業者の安定は揺 らぎ､参

与と観察の分裂が増幅される｡受講生たちは､ ビデオや参観者に見つめられ､毎回記入する ｢何でも帳｣や授業評価

票など-の授業者の応答を体験 し､自分たちのコメントや評価が授業を構成することを経験する｡ こうして､彼らも

授業への参与と観察の自己分裂を体験する｡参観者たちも､検討会での議論が授業構成に生かされ検証されて､自分

たちが (無責任な観察者ではなく)不可欠の授業構成要件であることを自覚させられる｡ 参与と観察の自己分裂を体
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験するのである｡こうして､誰も､ただ観察するお客さんではなく､授業を構成する主体として､責任を分有させら

れる｡ 集団的組織的な参与観察は､参与と観察の分裂を生きる人々の授業の二次的構成を繰り返 し擦りあわせる｡ こ

れによって､授業の一次的構成が､主観的偏向の呪縛を脱 して､相互主観的に繰り返 し再構成されるのである｡

公開実験授業は､大学授業における構造と構造化を把握するのには､実に好適な場である｡ しか し残念ながら､関

連する認識成果はまだ十分にまとめられていない｡以下では､中間的なまとめを大雑把に報告することにしたい｡

3)成果 - 大学文化と ｢遭遇/探索/確立｣の過程 -

公開実験授業では､実に多様な相互行為が展開されている｡授業者と受講生たちとの相互行為にかぎって､みてみ

よう｡ それはたとえば､授業場面での直接的交渉であり､｢何でも帳｣やビデオ記録などを仲介とする間接的交渉で

ある｡この相互行為を分析することによって､私たちは､相互行為がまさにその相互行為の蓄積によって構造化され

る過程を､きめ細かくたどることができる｡ 以下では､この分析による認識成果を､二点にまとめて報告する｡第一

に､授業の構造化が､具体的な相互行為と大学文化との間の､ゆっくりとした循環的な相互規定の過程であること､

第二に､この構造化過程を､｢遭遇/探索/確立｣の3段階としてたどれること､である｡

相互行為/大学文化/授業構造- 授業が十分に構造化される以前に､それでもなお一定の構造が成立 しているの

は､大学文化に関する授業者と学生の前理解のおかげである｡ しかし両者の前理解は､おうおうにして食い違 うから､

行動をパタン化する力としての文化について､双方で意味解釈をめぐる交渉ないし争いが､展開されることになる｡

具体的には､遅刻､座席取得､私語などの許容の幅､発問と応答の作法などが､相互行為を通 じてじょじょに定めら

れてくるのである｡ この共通理解が､授業の構造 (授業の文化と呼んでも良い)の内容を規定する｡ちなみに､授業

後の検討会での大学教員と他の学校種の教員との討論では､互いの文化に関する理解がいかに異なっているかが､よ

く分かった｡

遭遇/探索/確立 - 二年間の公開授業では､授業経過はかなり似通った展開を示 し､ほぼ同じ期間で､同じ三つ

の時期を､通過 した｡授業者と受講生が鍔迫り合いによって､おずおずと相互行為の基盤を構築する､｢遭遇｣期｡

この基盤にもとづく相互行為によって互いの理解を深め､相互行為の安定 した型を構築する､｢探索｣期｡定まった

型によって安定 した相互行為を繰り返す､｢確立｣期｡この三つの時期を区分する類型的な出来事もある｡たとえば､

遭遇期から探索期への移行期においては､扱いの困難な私秘的コメントがほぼ消失 し､授業に対 して否定的なコメン

トが一挙に現れる161ことなどである.

それでは､最終段階である ｢確立期｣こそが､受講生に安定的かつ効果的に介入できるもっとも大切な時期なのだ

ろうか｡だから､最初の二つはなるべく短 く切り詰めて､この大切な確立期だけを最大限拡張するように､努力すべ

きなのだろうか｡

必ずしもそうではない｡たとえば､｢探索期｣を ｢中だるみ｣と呼ぶ報告 もあるが､この時期の相互行為を詳 しく

分析すれば､これが､かなり生産的な時期であることが分かる｡むしろ､受講生と教員の双方にとって､｢遭遇期｣､

｢探索期｣での互いに心 もとない試行錯誤こそが､深い生成的意義をもっている｡ 構造を求める双方の相互主体的な

努力は､それ自体が相互生成であり､自己目的的な価値をもつ ｡ だから､そのつどの構造化という力動的な運動こそ

が､大切である｡この構造化とは､〈相互行為の構造化､相互行為による構造の突破､授業構造の再構造化)という､

循環する力動的で生成的な過程である｡ このような循環を生産的に維持することこそが､授業者の重大な課題なので

ある｡

4)今後の課題- コミットへの誘いと理論的一般化の可能性-

私たちの公開実験授業における授業研究は､授業の構造と構造化についての現象学的 ･生態学的研究でもある｡こ

の研究は､授業の構造化に日常的に従事 している授業者たちの集団的自己反省であり､その意味で､そのまま集団的

相互的な研修である｡ Ⅲ章で述べる通 りである｡ しかし､このようなコミットを一切せず､ただ ｢感想｣なるものを

言い放って帰る参観者 もいる｡彼らは､このプロジェクトで､ついに教育にも研究にも研修にも参与することがない｡

受講生にも､単位取 りのために受講 して､形ばかりのコメントと授業評価を書き散 らして帰るものがいるが､彼らも

また､授業構成に一切コミットしない｡このような参観者や受講生を､どのようにして実質的な参与に誘 うのか｡こ
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れが､このプロジェクトの大きな課題である｡

最後に､この研究は､どのていど一般化できるのだろうか｡たしかに､このプロジェクトの ｢京都大学の一般教育

における文系科目｣という成立条件には､他の教育状況-ただちに一般化できない特殊性がある. しか し､授業研究

には､ 〈それぞれの置かれる個別状況性を突き抜けて普遍化する〉以外に､どんな一般化の手だてがありうるのだろ

うか｡現に､私たちの検討会では､異なった研究領域に属する研究者たち､異なった学校種に属する実践者たちと､

十分に噛み合った生産的な討論を蓄積 してきた｡公開実験授業プロジェクトをさらに拡大 し､多 くの人々との問に教

育 と研究と研修の相互性が成立することによって､私たちの特殊性はじょじょに一般化されうるものと考える｡

注

(1) 田中毎実 『ライフサイクルと人間形成』(玉川大学出版会､近刊予定)を参照のこと｡ なお､先にも述べたよう

に､以下の記述のうち多 くの部分は､大学教育学会機関誌 F大学教育研究』に共同研究として掲載される予定で

ある｡正確に言えば､字数の制限された 『大学教育研究』掲載論文は､以下の私たちの論稿の要約なのである｡

(2) ｢構造｣をほぽこの意味で用いるのは､たとえば､Mehan,H.である｡Cr.,Mehan,,StructuringSchooIStruc-

ture.HarvardEducationalReview1978V｡1.48No.1./Learninglessons;socialorganizationintheclass-

room.HarvardUniversityPress,1979.ただし､彼の場合 ｢構造｣は､たとえばヴィデオ分析などで繰 り返 し

兄いだされる ｢再帰的諸規則｣である｡ しか し私は､｢構造｣と ｢規則｣｢規範｣などをはっきりと区別 したい｡

構造が相互行為の型であるのに対 して､規則 ･規範はこのような型を型づけるものと想定される力である｡つま

り､構造が一次的な所与であるのに対 して､規則 ･規範は所与からの二次的な理念的構成物なのである｡さらに､

構造が､相互行為によって構成され/相互行為を構成するという力動的文脈のうちにあるのに対 して､二次的構

成物である規則 ･規範に､このような力動性を認めることはできない｡ これが区別の根拠である｡ なお､本稿で

私は､｢構造｣と ｢文化｣をはば等置 している｡ この文化は､構造と同様に､さまざまのレベルの集団に見出さ

れる行為のパタンであり､生成の力動的文脈のうちにある所与である｡

(3)70年代から80年代にかけての合衆国の教育研究では､直接に ｢構造｣という用語を用いなくとも､マイノリティ

差別を再生産する教育 システムの研究などで､｢授業構造の硬化｣が大きな研究テーマであった｡ 同 じように､

我が国の教育実践の伝統では､授業構造の破綻と再構造化をテーマとする多 くの研究蓄積がある｡議論で実際に

用いられる用語と ｢構造｣との関連を詳細に検討 しなければならないが､いずれにせよこれらの研究は､ ミクロ

レベルの内在的な実践報告か､マクロレベルの外在的な社会学的 ･制度論的立論かのいずれかに片寄 りがちであ

り､多 くの場合､両者を媒介する発想や視点はあまりみられない｡(2)で規定 した ｢構造｣ないし ｢文化｣は､こ

のマクロとミクロの理論的媒介に適切である｡理論のこの方向への展開は､別の機会に試みたい｡

(4)80年代前半までの基本文献については､拙稿 ｢教育可能性の人間形成原論的構想｣(愛媛大学教育学部教育学研

究室編 『教育学編集』第10号､1983年)を参照｡現象学的アプローチによる日常性研究については､鷲田清一

『現象学の視線 - 分散する理性』到草書房1989年のとくに ｢Ⅰ 日常の薮のなかで｣を参照｡

(5) 私たちの実験授業では､当初から､現象学的 ･生態学的アプローチと実験的 ･調査的アプローチの相互補完を念

頭においてきた.この点については､京都大学高等教育教授 システム開発センタ一編 『開かれた大学授業をめざ

して- 京都大学公開実験授業の一年間』玉川大学出版部1997年における､フィール ドワークと学生の授業評価

のすり合わせなどを参照されたい ｡ この年度の実践に関する詳 しい資料は､田中毎実はか 『平成 8年度公開実験

授業の記録 - 京都大学高等教育叢書 3』1998年を参照のこと｡ なお､平成10年度の公開実験授業では､三つの

研究計画 - ビデオ分析とインタビュー分析を併用する学生の行動分析/学生の授業評価の経年分析/ ビデオ分

析と調査の併用による授業者の ｢ノリ｣分析 - にしたがった調査を実施 しつつある｡ これについては分析終了

後､速やかに公表する予定である｡

(6) シュッツは､社会科学的研究と日常性 との関連について､以 下のように述べている｡｢社会科学が行 うもろもろ

の構成は､二次的な構成であり､社会科学者がその行動を観察 し説明すべき当の行為者たちが社会場面で行 うも
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ろもろの構成の構成 (constructsortheconstructsmadebyactors)である｡｣(Schutz,A.,OnPhenomen0-

10gyandSocialRelation.UniversityofChicagoPress1970)

(7) 否定的な評価は､開講直後の学生評価でも頻出する｡ 彼 らとすれば､自分たちの側からの評価という目新 しいお

もちゃを､思 うさま振 り回 してみたいのだろう｡この時点では､授業者の側が応答 したり対応 したりすることの

ほとんど不可能な (つまり意思疎通を遮断するような)､断定調のコメントが大半である｡ このことを彼 らにき

ちんと指摘 し､応答可能なコメントを求めることによって､否定的評価はいったんは減少する｡ やがて授業者 と

の適正な距離感が何となく獲得され､相互行為の許容領域が見えてくると､否定的評価が､再び噴出する｡ しか

し今回の否定的評価の多 くは､授業者-の語 りかけや提案の色彩をもっている｡探索期への移行である｡ なお､

最初の否定的評価と後の否定的評価の質的な落差を見れば､学生を評価者として ｢鍛え上げる｣ことの必要性が､

一目瞭然である｡ しかもこの学生の ｢鍛え上げ｣は､授業者自身が学生たちのコメントにきちんと応えて自分を

変えるべ く努めてみせて､はじめて達成される｡ ここにも相互性が存在する｡
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