
『筑波応用言語学研究』16号（2009．12）  

筑波大学人文社会科学研究科文芸・言語専攻応用言語学領域  

ピア活動において学習者同士が協働的に問題を  

解決する動機∵目的は何か  

洪 在賢  

キーワード：ピア活動、協働、協働学習、インターアクション、動機・目的  

1．はじめに   

ピア活動とは、学習仲間と一緒に問題を解決する過程の中で、相手の学習者と学び合う  

ことを目指す学習活動である。そして目標言語に関する知識が乏しい学習者が、どのよう  

に学びあうことができるかについて、協働学習の観点から調べられてきた（Donato，1994；  

Ohta，1995；Storch，2002など）。協働とは、学校教育を始め、コミュニケーション学、情報  

科学、経営学など様々な分野で用いられる概念であるが（池田・館岡2007）、一人では目的  

に到達できない複数の人々が、共有の場を持ち、互いに補う技能を持って、価値を創造し  

ていくプロセスを指す（松下・岡田1995）。ピア活動における協働は、一人では問題の解決  

に到達できない複数の学習者が、インターアクションを経て、互いに不足の知識を補いな  

がら問題を解決し、その結果新しい知識に到達できる過程のことであり、その協働の過程  

で起こる学習を協働学習とされる（池田・舘岡2007）。   

上記の定義からも窺えるように、これまでの研究は協働的問題解決と学習者同士の協働  

学習が同じであるという前提からピア活動を調べてきた。つまり、ピア活動において学習  

者が協働的に問題を解決する理由は、学習者が相手と学び合いたいという協働学習の動  

機・目的を持っているからだと考えてきたのである。しかし、このような前提は妥当であ  

るか。学習者が協働的に問題を解決する場合、学習者側に協働学習以外の動機・目的があ  

る可能性はないだろうか。   

そこで本研究では、ピア活動を行う主体である学習者の視点に立ち、学習者が協働的に  

問題を解決することは何のためであるか、その動機・目的を調べることを目的とする。そ  

のために、まず、協働的に問題を解決するグループの学習者が持っている動機・目的を調  

べる。次に、相手の学習者とどうような動機・目的を共有しながらピア活動を行っていた  

かを調べて、グループの協働を導く動機・目的を明らかにする。  

2．研究の背景   

本節では、ピア活動と協働学習の関係を論及した先行研究を取り上げ、従来の研究が、  

協働的にタスクを解決することと協働学習することを同様に取り扱ってきたこと、その根  
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源にはピア活動に参加する学習者の動機・目的が協働学習であると決め付ける一元的な考  

え方が存在することを明らかにする。  

2．1協働学習のメカニズムとインターアクション   

ピア活動における協働学習の研究は、問題解決の過程の中で行われるインターアクショ  

ンを綿密に調べて、問題を協働的に解決することを確かめることによって、協働学習の存  

在とそのメカニズムを明らかにすることから始まった1（Donato，1994；Ohta，1995など）。   

例えば、Oll七a（1995）は、目標言語の能力が同じである学習者同士であっても、それぞれ強  

い目標項目と弱い目標項目が異なっており、自分の強い項目について互いに熟練者の役割を  

しながら、問題を解決していくことを明らかにしている。一方、Donato（1994）は、学習者の  

誰一人も目標項目について完全な知識を持っていない場合でも、各自が持っている部分的知  

識を出し合うことによって（collectivesca助1ding）一人では不可能な高いレベルの遂行ができ、  

その結果、学習の面でも現在の能力より上のレベルの知識に到達すると述べる。   

以上の研究は、問題解決を解決する過程で行われるインターアクションを調べることによ  

って実証されており、間旛解決の過程で互いに支援することを、学習の支援と見なしている  

ことが窺える。  

2．2協働学習の可能性とインターアクションのパターン   

間題解決の過程で行われるインターアクションのメカニズムを基に、協働学習のメカニ  

ズムが明らかにされる一方で、学習者グループの中には、協働学習が円滑に行われるグル  

ープだけではなく、協働学習が円滑に行われないグループも存在することが明らかになっ  

た（Donato，1988；Storeb，200乳2004：洪2007，2008）。グループの参加者である学習者の  

間に協働学習が起こるかどうかは、問題解決の過程で行われるインターアクションのパタ  

ーンによって調べられた。Damonandアb鴎s（19鍋）などは、子供の学校教育におけるピア  

活動を調べ、学習者同士のインターアクションのパターンにおける「（参加の）対称性  

（equality）2」と「相互性（mutuality）3」が共に高いグループにおいて協働学習が起こる可  

能性が高いと提案した。第2言語教育分野でも、このインターアクションにおける「対称  

性」と「相互性」を基準に協働学習が起こるグループを判断する試みが行われたのである  

（S七orcb，2002，2004：淡2007，2008）。   

Storcb（2002）は、インターアクションにおける「対称性」の度合いが高いか低いか「相  

互性」の度合いが高いか低いかの組み合わせによって、4つの異なるパターンを確静した。  

1本研究では、文法・文型練習のために行われるピア活動を対象にする。したがって、ピア・レスポンス  

やピア・リーディングで言われる協働学習のあり方やメカニズムとは異なる部分がある。  

2対称性とは、グループの学習者同士がタスクの問題解決に対して、同程度のコントロール度を持ってい  

るかどうかのことのamon＆phelp5，1989）。  

3相互性とは、ある問題を解決するために双方の学習者により達成される貢献に対して、それぞれの学習  
者がどのような関わりを持っているかのことわamon＆pbelp8，1989）。  
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その結果、協働学習の可能性が高いとされる「対称性」と「相互性」が典に高いインター  

アクションのパターンは、10グループのうち4グループに過ぎなかった。一方、洪（2007、  

2008）は、Storcb（2002）を踏まえて韓国語を母語とする日本語学習者のグループを対象に  

「対称性」と「相互性」を調べたものである。「対称性」と「相互性」が共に高く協働学習の  

可能性が高いグループは、8グループのうち4グループに過ぎず、Storcb（2002）と同様に  

学習者グループの半分は協働学習が円滑に行われない可能性が商いという結果が得られた。   

以上のように、協働学習の起こるグループであるかどうかの区別においても、問題を解  

決する過程で行われるインターアクションが判断の基準になっていることが分かる。  

2．3協働学習とピア活動に対する学習者の視点   

なぜグループの間にインターアクションのパターンの違いが存在するか。Donato（1988）  

は、グループの性格を左右する原因の一つとして、学習者がピア活動を自分の学習に役立  

つものとして見なすかどうか、学習者のピア活動に対する価値付けを挙げている。しかし、  

Donato（1988）の提案は、研究者側が学習者間に交わされたのインターアクションの内容か  

ら推測されたものであった。それに対して、Storch（2004）は、学習者に直接インタビューを  

行うことによって、なぜグループの間にインターアクションのパターンが違うかを実証的  

に調べている。Storchは、インターアクションにおける「対称性」の度合いが高いか低い  

か「相互性」の度合いが高いか低いかによって、4つの異なるインターアクションのパターン  

を見せるグループを1つずつ選び4、各グループの学習者に対して、「相手の学習者と一緒にピ  

ア活動をすることに対してどう思ったか」、特に「相手の学習者の役割と自分の役割は何だと  

思ったか」について聞いた。その結果、（D問題解決における相手の役割と自分の役割につ  

いての捕らえ方が学習者によって異なること、②協働学習が起こるのは、相手から助けを  

受け、新しい知識が得られるという捕らえ方を、両方の学習者が同じく共有している場合  

のみであること、③もし相手が問題解決を独占していて自分は問題解決のチャンスがなかっ  

たと思ったり、あるいは問題解決に相手の助けは必要ではないと思ったりしている場合、協  

働学習は起こらないこと、④両方の学習者が協働学習の視点を共有しているのは「対称性」  

と「相互性」が共に高いインターアクションにおいてであることの、4点が明らかになった。   

Donato（1988）とStoreb（2004）は、インターアクションという行為レベルの分析だけに  

とどまらず、その行為の原因を調べるために学習者の視点を取り入れたという点で興味深  

い。しかし、DonatoとStorchは、学習者がピア活動に参加する動機・目的について、相  

手と一緒に間旛を解決する過程の中で協働学習をするためであるという前提から出発して  

いる。Donatd（1988）における学習者のピア活動に対する価値付けとは、ピア活動が自分の  

学習に助けになるかどうかであり、Storcb（2004）における自分と相手の学習者の役割とは、  

44つの異なるインターアクションのパターンは、以下のようである：「対称性が高い」＋「相互性が高い」、  

「対称性が高い」＋「相互性が低い」、「対称性が低い」＋「相互性が高い」、「対称性が高い」＋「相互性が低  

い」。  
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問題解決が支援できるかどうか、その過程で何かを教えたり教えてもらったりすることが  

できるかどうかであった。つまり、従来の研究において、学習者のピア活動に対する動機・  

目的は、ピア活動をデザインする教師や研究者の動機・目的と同じく、「協働学習」である  

ということが当たり前のように前提になっていたのである。しかし、果たして、ピア活動  

を行う学習者自身は「協働学習」を動機・目的として持っているだろうか。  

2．4学習者のピア活動に対する動機・目的   

Leontiev（1981）は、人間が行うどんな行為でも、その背景にはその人をその行為に方向づ  

ける何らかの動機・目的が潜んでいると主張する。例えば、山人の子供が家で歴史の本を  

読んでいるとしよう。その子供が歴史の本を読んでいるのは、学校の中間試験に備えるた  

めである。この場合、「歴史の本を読む」という「行為」の背後には、「中間試験に備えて  

勉強したい」という動機・目的が潜んであり、子供は「試験準備」という「活動」に従事  

していると解釈される。このように、Leontiev（1981）は、ある事象における人間の行いや心  

理を理解するためには、「行為」レベルの分析だけではなく、行為を方向づける動機・目的  

までを含めた「活動」レベルの分析が必要であることを主張する。   

さらに、IJeOntiev（1981）は、「行為」と「活動」の関係を説明する中で、同じ「行為」が  

異なる動機・目的から方向づけられることがあり、その場合、「行為」は同じであっても、  

「活動」は異なると述べる。例えば、前述の子供の例において、子供の歴史の本を読む動  

機・目的が、試験を準備するためではなく、教師から出された課題を達成するためであれ  

ば、子供の従事している「活動」は、「試験準備」ではなく「課題達成」になるのである。   

CoughlanandDu疏1994）は、Leontiev（1981）の「行為」レベルと「活動」レベルの区別  

に基づき、教師と学習者が一対一でタスクを解決する場面を調べて、学習者がタスクをデ  
ザインした教師の意図とは異なる形でタスクを解釈していることを明らかにした。  

CoⅥguanandDⅦ承1994）は、教師や研究者が意図したタスク活動の動機・目的は青写真に  

すぎず、学習者がタスク活動を通して何をしているかを明らかにするためには、学習者の視  

点を取り入れた研究が必要であることを主張する。ピア活動においても同じことが言えよう。  

学習者同士の協働学習を動機・目的にピア活動をデザインした教師の意図とは異なって、実  

際ピア活動を行う学習者自身は、必ずしも協働学習の動機・目的を持ているとは限らない。   

洪（2009）は、bontiev（19飢）を踏まえて、果たして従来の研究で当然視されてきたように、  

ピア活動に参加する学習者の動機・目的が「協働学習」に固定されているか、他の動機・  

目的が存在する可能性はないかを調べた研究である。考察の結果、①学習者のピア活動に  

対する動機・目的は「協働学習」、「個人学習」、「課題達成」、「自己評価」、「実践練習」、「休  

み」、「競争（の回避）」など、「協働学習」の他にも様々な種類の動機・目的があること、  

②殆んど全ての学習者が「課題達成5」という動機・目的を持っており、学習者にとって与  

5「課題達成」とは、教師から与えられた課題を決まった時間内に何とか最後まで完成しようとする動機・  
目的である（洪2009）  
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えられた課題を完成することがかなりの負担になっていること、③一人の学習者が複数の  

動機・目的を同時に併せ持っていることが明らかになった。   

bontiev（1981）に基づくと、ピア活動を行う学習者の動機・目的が「協働学習」以外に様々  

であるという洪（2009）の結果は、ピア活動に参加して相手の学習者と一緒に問題を協働的に解  

決するという「行為」が、必ずしも「協働学習」という動機・目的から方向づけられるわけで  

はないということを内包する。つまり、協働的に問題を解決する「行為」だけを見て、それを  

協働学習の「活動」であると判断することはできないのである。このように考えると、従来の  

研究において当然視されてきた協働的問題解決イコール協働学習という公式には疑問が生じる。  

3．先行研究の問題点と研究課題   

以上の先行研究をまとめてみると、次のようである。あるピア・グループが活発にピア  

活動を行っており、問題解決の過程で交わされるインターアクションにおいて、問題解決  

の対称性と相互性が共に高い場合、そのグループの学習者同士が協働的に問題を解決して  

いるとされる。学習者がピア活動を行う動機・目的は、相手の学習者と学び合いたいとい  

う「協働学習」であると前提される。したがって、学習者が協働的に問題を解決する理由  

は、相手の学習者と協働学習を行うためであると見なされる。   

このように、従来の研究において、学習者同士が協働的に問題を解決することと学習者  

同士が協働的に学びあうことを同一のものとしてとらえる傾向が強かった。その背景には、  

専らピア活動をデザインする教師や研究者の視点に立ってしかピア活動を眺めておらず、  

学習者の視点からピア活動を考察する試みは殆んど行われてこなかったことに起因する。  

しかし、洪（2009）が調べたように、学習者のピア活動に対する動機・目的が「協働学習」  

の一つではなく、他に様々な種類があるとすれば、学習者が協働的に問題を解決する背景  

には様々な動機・目的が有りうるし、協働的な問題解決イコール協働学習という従来の公  

式は成立しなくなる。   

学習者が何のために協働して問題を解釈しているかを調べるためには、まず、学習者の  

視点に立って学習者自身がピア活動に対してどのような動機・目的を持っているかまで調  

べる必要ある。それから、一つのグループにおける学習者同士がどのような動機・目的を  

基に互いに協働しているかを明らかにするためには、学習者同士がどのような動機・目的  

を共有しているかを調べる必要がある。そこで、本研究では、以下の2つの課題について  

考察を行っていきたい。   

【課題1】ピア活動において協働的に問題を解決するグループの学習者は、ピア活動に対し  

てどのような種類の動機・目的を持っているか。  

【課題2】ピア活動において協働的に問題を解決するグループの学習者同士は、どのような  

動機・目的を共有しているか。  

協働的に問題を解決するグループは、問題解決の過程で交わされるインターアクション  
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の対称性と相互性が共に高いグル←プを対象にする。学習者の動機・目的を調べるために  

はインタービューを用いた。  

4．研究方法  

4．1データ  

4．1．1授業とピア活動の概観  

授業の内容‥授業の内容は初級から中級レベルの文法・文型6の学習であった。まず、教師  

が教科書に出てくる文法や文型を日本語で説明する。それから、やはり一斉授業の形で教  

科書のドリル練習を教師対学習者全体か、あるいは教師対学習者一人で行われた。   

学習者グループの編成：初級日本語の授業を修了しただけの学習者から、高校で初級日本  

語を学んだことのある学習者、あるいは大学の日本語授業以外に塾などで日本語を学んで  

いる学習者まで様々であり、学習者の間の日本語能力に多少の差が見られた。そこで、ピ  

ア活動に用いるタスクと同じ形式とレベルのタスクを用いて2回のpre－taSkを個人で行い、  

その結果を基に教師と筆者が相談して、タスクの遂行上日本語の能力が最も等しい学習者2  

人を一つのグループに編成した。   

タスクとピア活動：筆者は、2006年9月から12月の間、週1回授業にアシスタントとし  

て参加し、それまで学習した文法・文型を練習するタスクを全10回行った。そのうち3回  

目から9回目までがピア活動である。   

タスクは、Storch（2002）のテキスト再構築タスク（textreconstructionta8k）（筆者訳）を用  

いた。テキスト再構築タスク7は機能語を外して空所を置き内容語だけを残した短いストー  

リーであり、全体の内容を推測しながら適切な機能語を補完していくものである。普段の  

授業でよく用いられる、その日に学んだ文型を使っての簡単なドリル練習とは異なり、学  

習者は、12～15文程度の一つのストーリーが首尾一貫するように前後の文脈と全体内容を  

考慮しながら、それまで学んできた全ての文型・文法から適切なものを選択してタスクを  

解決しなければならない。  

【表1】授業とピア活動の概要  

（か 授業   韓国ソウルに所在するA大学の日本語授業．教師は韓国人   

（診 学習者   16名（女6・男10）   

③ 学習者の日本語能  初級～初中級   

④ 授業の内容   初中級～中級レベルの文型・文法の学習（脚注3を参照）   

⑤ 活動の実施   全10回．1・2回目は個人活動（pre一也sk）、3～9回目はピア活動、10回目は個人活  
動（po＄t一也sk）．時間は30分．   

⑥ ピア活動  3回目～7回目のタスク活動．   

⑦ ピアグループ   2人の学習者が一つのグループになる．全8グループ．   

⑧ タスクの種類   ‾キスト再構築タスク（textreconstructiontask）（【参考資料】を参照）   

6主に「名詞修飾」、「授受表現」、「仮定表現」、「可能表現」、「～んです」、「命令・禁止」、「伝聞」「様態」、  
「受身表現」、「理由：～て・～から・～ので■～ために」  
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4．1．2 インタビューの方法と分析方法  

インタビューの対象：本研究では、従来の研究において協働学習が起こるとされてきた「相  

互性と対称性が高いインターアクション」を示すグループだけを対象にインタビューを行  

い分析した。その理由は、一見活発にピア活動を行っているグループにおいて、その動機・  

目的が果たして相手と協働的に学び合うことによるものかどうかを調べるためである。イ  

ンターアクションの相互性と対称性8が高いインターアクションを示したグループは、グル  

ープ1、グループ2、グループ4、グループ6の4つであった。   

半構造化インタビュー9：第5回目のピア活動（7回目のタスク活動）後、筆者と学習者が1  

対1でインタビューを行った。ピア活動や相手の学習者に関する感想を聞くのは、学習者  

の主観的視点にアプローチすることである。そこで、学習者がより楽な気持ちで自由に回  

答できるように半構造化インタビューを実施した。   

インタビューの質問項目：「動機・目的」は活動する本人の内面で起こるものであり、場合  

によっては本人がそれについて意識していない場合もある（Leontiev；1981）。Wertsch（1984）  

は、活動する本人が自分が置かれている状況をどのように解釈しているかという「状況の  

定義」を調べ、その「状況の定義」から「動機・目的」を推論する方法を提案する。「状況  

の定義」とは、活動の参加者が、状況を樺成する、「物理的空間」、「参加者の役割・地位」、  

「タスク」、「対象物」に対して行う解釈のことである。   

このように、状況の定義は、「物理的空間」、「タスク」、「参加者」、「対象物」に対する解  

釈から成り立つ。しかし、本インタユーを始めてすぐの時点で、学習者に「物理的空間」（教  

室など）と「対象物」（テキスト、辞書、ワークシートなど）についての解釈を聞いても、決  

まりきった答えしかかえってこず、それを調べるためには学習者の行為を綿密に観察する  

ことが必要であることに気づいた。そこで、本研究では、インタビューで調べることが可  

能である「参加者」に対する解釈と「タスク」に対する解釈の2点と、それに加えてピア  

活動に対する全体的な感想を聞くことにした。「参加者」とは自分、相手、教師のことであ  

り、「タスク」とはテキスト再構築タスクのことである。   

【インタビューの質問項目】  

①タスクについての感想  

②ピア活動についての全体的な感想  

③相手とペアにな？てタスクを解決するときの感想は：良かった点と悪かった点  

④自分は何をしたか：自分に対して良っかと思う点と悪かったと思う点  

⑤相手は何をしたか：相手に対して良っかと思う点と悪かったと思う点  

7【参考資料】の「テキスト再構築タスク：ワークシート」を参照  

8相互性と対称性の分析のやり方については、洪（2007）、洪（2008）を参照  

9半構造化インタビューとは、予め質問項目はまとめておくが、質問の順番は、インタビューを行う際、  

回答者の反応や回答の内容を見ながら決める。回答の内容も自由であり、回答者本人にとって意味のある  
他の話題について自由に許すことも可能である（ウヴェ・フリック2004）。  
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5．結果と考察  

5．1協働的に問題を解決するグループの学習者は、ピア活動に対してどのよう  

な種類の動機・目的を持っているか。  

5．1．1学習者がピア活動に対して持っている動機・目的の種類   

従来の研究において、ピア活動に対する学習者の動機・目的は、もっぱら「協働学習」  

の観点からしか取り扱われてこなかった。しかし、洪（2009）によると、ピア活動に対して学  

習者が持つ動機・目的の種類は様々であり、一人の学習者が複数の動機・目的を持ってい  

ることが明らかになった。   

本節では、とりわけ協働学習が起こる可能性が高いとされる、「対称性」と「相互性」が  

高いインターアクションのパターンを示すグループだけを対象に、その学習者のピア活動  

に対する動機・目的を調べた。Wartsch（1985）に従い、「タスク」、「ピア活動」、「相手の役  

割」、「教師の役割」に対する学習者の解釈から動機・目的を推論する方法を用いる。  

【表2】学習者のピア活動に対する動機・目的  

動機目的    課題  個人 な  

ま ぴ   

スイン  女  ●  ●   ●  

Gl                       カンヒ   男  ●  ●  ●  

G2  ヽ0．．．＿ ン＿   女  ●  

女  ●  ●  
●   ●  ●   

ハウ   
G4  

男  ●  ●   ●  ●  

男  ●  ●        ●   
G6  アヒヨン  女  ●  ●  ●  

ペサン   男  ●  △   ●  

G：Group、○：その動機・目的を持っている、△：その動機・目的を認識してはいるが、なんら  

かの理由で懐疑的である。  

その結果、「相互性と対称性が高いインターアクション」を示すグループの学習者を対象  

にしているにもかかわらず、それら学習者がピア活動に対して持っている動機・目的は「協  

働学習」の一つだけではなかった（【表2】）。   

まず、動機・目的の中で、最も多くの学習者から言及されたのは「課題達成」であった。  

学習者8名のうち6孝一が「課題達成」を動機・目的として明確に諷識していたのである。  

q：ピア活動について、どう思ったんですか？  

A：一緒に話し合って解決していく自体はよかったです。しか七草笹まで頑張って正しい答えを探そ  

うと露呈りよかったんです。主に私が主導して“まあ、適当にやって次の間題に移りましょう”と言  

ったりしました。（3秒沈黙）だって、時間の制限もあるし、牒  

卿。（G6：ペサン）  
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そして、「課題達成」の動機・目的を持つ学習者の中には、以下のように相手の学習者を  

課題達成の協力者として明確に認識している場合が多かった。  

q：誰かと一緒にやるのは好きだったんですか。  

A：（前略）…… 一人でやる場合は、全部自分一人でやらないといけないんですが、うむ、私が実  

力があれば一人の方が楽かもしれません。しかし、このタスクは、一緒にやってよかったです。二  

緒に話し合うと、何とか結論が出せるし、なんとか答えが番けるから。（G4：ジュン）  

次に、学習に関わる動機・目的であるが、相手の学習者を自分自身の学習に関連付ける  

か否かによって「個人まなび」と「ピアまなび」の2種類に区別された。「個人まなび」と  

は自分自身の学習に相手を関連づけず、学習者はタスク活動が終わった後、教師のフィー  

ドバックから得られる内容を基に学習していた。本研究の対象になった「相互性と対称性  

が高いインターアクション」を示すグループの学習者の中では、一人（G4：ハウ）だけが「個  

人まなび」の動機・目的を持っていた。  

Q：今回やったピア活動では何か勉強になりましたか？  

A：はい、私はこのような練習問題がやってみたかったんです。普段の授業では、フィードバックをも  

らうチャンスがなかったのです。先生のフィードバックから、またそ榔  

料に峠、教科書には載っていないポイントがあるので、とても勉強になりました。（G4：ハウ）  

一方、「ピアまなび」は、相手を自分の学習に何らかの形で関連づける動機・目的である。  

「ピアまなび」はさらに、学習者がインターアクションの過程を重要なものとして認識し  

ているか否かによって、「モニター学習」と「協働学習」の2つに区別される。「モニター  

学習」の場合、相手と一緒に行うインターアクションの過程は重要なものとして認識され  

ておらず、学習者はただ相手の遂行を注視し、相手の長所と短所をモニターすることによ  

って自分自身の学習態度を反省する機会とみなしていた。  

q：相手について良かったと思う点と悪かったと思う点があれば言ってください。  

A：カンヒさんは、教科書で学んだどおり問題を解決するのではなく、自分が教室の外で聞いてわかっ  

ている知織をいっぱい使おうとしたのです。鱒ンヒさんのそのような嘩摩嘩っ  

主．空士。（Gl：スイン）  

「ピアまなび」という動機・目的の一つである「協働学習」は、インターアクションを  

通して相手に何かを教えてもらったり教えてやったりすること、あるいは相手とインター  

アクションを行う過程そのものが問題について深く考える機会を与えてくれることなど、  

相手との関わりあいが自分自身の学習に影響を与えることを本人が明確に認識している場  

合であった。  

q：キムと一緒にピア活動をしながら感じた点を言ってください。  

A：私は、音便や括用にとても弱いです。規則を完壁に覚えていないのです。しかし、キムは全部覚え  
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ていました。私が“これ「のんで」なの、ただ「ので」なの”と聞くと、キムは、“これは5段活動  

動詞だから、こんなふうに、こんなふうに、「のんで」です”と教えてくれたりしました。私の弱り  

部分を相手がよく知？て嘲こなったのです。とても  

よかったんです。（G2：ジニ）  

Q：ピア活動が日本語の勉強に役に立ったのですか。  

A：例えば、どう解決すればいいか分からない問題について、相手と二人で一緒に考えます。そのよう  

に時間をかけて苦労しながら考えて答えを書いキ場合は、獲で先生がフィーードバックで説明してく  

れを内容が、㈱割こ残るのです。（G2：キム）  

以上の「課題達成」、「個人まなび」、「ピアまなび」の他に、「実践練習」、「自己評価」、「競  

争回避」、「休み」などの動機・目的があった。「実践練習」とは、タスク解決をこれまで学  

んできた教科書の内容を実際に応用してみる機会として捉えている場合である。「自己評  

価」とは、タスク解決をこれまで学んできた内容を自分がどれくらい覚えているか確かめ  

る機会として捉えている場合である。「競争回避」はタスクを解決する過程で起こる相手と  

の意見衝突を避けることを意識的に行っている場合である。「休み」は、一斉授業の緊張か  

ら逃れて相手の学習者と少し雑談もするなど、ほっとできるチャンスとして、ピア活動を  

捉えている場合であった。「実践練習」と「自己評価」は相手との関わりがない動機・目的  

であり、「競争回避」と「休み」は相手との関わりがある動機・目的であるといえよう。   

以上のように、協働的に問題を解決するグループの学習者がピア活動に対して持ってい  

る動機・目的は、協働学習だけではなかったのである。動機・目的の中には、学習と関わ  

りがないもの、また相手の学習者との関わりを考えていないものなどが含まれていた。  

5．2 ピア活動において協働的に問題を解決するグループの学習者同士は、どの  

ような動機■目的を共有しているか   

Storcb（2004）は、インターアクションのパターンと学習者グループの性格は、学習者同士  

が、ピア活動に対して、または問題解決における相手や自分の役割に対して、どのような  

考え方を共に共有しているかによって決まると述べる。本研究においても、グループの学  

習者同士が「協働的に問題を解決する」ように導くのは、学習者同士が共有している動機・  

目的であると見なす。そこで、まずグループにおける学習者同士がどのような動機・目的  

を共有しているかを調べた。それをもとに、学習者が何のために協働的に問題を解決する  

かを考察することにする。  

5．2．1「課題達成」の動機・目的と「協働学習」の動機・目的  

【表2】を見ると、グループの学習者同士が共有している動機・目的は、「課題達成」、「協  

働学習」、「実践練習」の3つであるが、そのうち相手との関わりがある動機・目的は「課  

題達成」と「協働学習」であった。「課題達成」の場合、8名中6名の学習者が動機・目的  
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として回答しており、「協働学習」は6名の学習者が回答していることが分かる。多くの学  

習者が課題を与えられると、その課題の問題を解決するの中で相手と学び合いたいと思い  

ながらも、一方では何とか課題を最後まで完成しなくてはならないという負担を感じてい  

ることが窺える。   

何とか課題を最後まで完成したいという「課題達成」の動機・目的と問題解決の過程で  

何かを学習したいという「協働学習」の動機・目的は、一見相反するように見える。これ  

ら相反する動機・目的が、果たして一人の学習者がピア活動に対して持っている動機・目  

的の種類の中で共存できるかどうか、明確に区別されるものであるかどうかを確かめる必  

要があると考えられる。そこで、まず学習者が「課題達成」と「協働学習」を異なる動機・  

目的として明確に区別しているかどうかを考察した。   

【表2】を見ると「課題達成」の動機・目的を持っている全ての学習者が、「課題達成」  

とは別に、「協働学習」を始め学習に関わる動機・目的（「個人まなび」、「モニター学習」）  

も併せて持っていることが分かる。   

例えば、グループ1のスインは、「タスクの量が多くてもー緒にやると完成できそうな気  

がする」と「課題達成」の動機・目的を述べる一方で、「よくわからないことを相手に聞い  

たり教えてもっらたりできる」という「モニター学習」の動機・目的も述べている。  

q：相手と一緒にやることについてどう思ったんですか。   

A：なんか一人でやるより容易にできました。急が多いと、どうすればいいんだろうと途方に暮れますが、   

一糸引こやると量が多くてもなんかできそうな気がするし…（笑い）。（Gl：スイン）   

Q：相手についてどう思ったんですか。   

A：一緒にやる方が一人でやるよりよかったです。カンヒさんは日本語も上手だし。だから良かったんで   

す、よく分榊教えてくれたりしたから。（Gl：スイン）  

さらに、グループ2のジニは、「課題を最後まで完成するための時間が足りないから、わ  

からないものはパスした」と「課題達成」の動機・目的を述べる一方で、「私の弱い部分を  

相手から教えてもらって良かった」と「協働学習」の動機・目的も述べている。  

q：問題が解決できない時、あなたは何をしたのですか。   

A：それが、相手も私もこういう傾向があったのです…“ああ、これおかしいな。わからない．‥壁盟   

がないから、坤”、あるいは“できない。パス、パス。つぎの問題に移そう。最後  

までやるには時間がない”などいいながら、閉居解決をやめたりしたのです。（G2：ジニ）  

Q：キムと一緒にピア活動をしながら感じた点を言ってください。   

A：私は、音便や活用にとても弱いです。規則を完壁に覚えていないのです。しかし、キムは全部覚え  

ていました。私が“これ「のんで」なの、ただ「ので」なの”と聞くと、キムは、“これは5段活動動   

詞だから、こんなふうに、こんなふうに、「のんで」です”と教えてくれたりしました。私の弱い部分  
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を相手がよく和郎とてもよかっ   

たです。（G2：ジニ）  

このように、学習者は、与えられた時間内に何とか課題を完成しなくてはならないとい  

う負担を持つ傍ら、問題を解決していく中できちんと学習したいという動機・目的も持っ  

ていたのである。両方を明確に区別して回答していることは、「課題達成」という動機・目  

的と「協働学習」を始め「個人学び」や「モニター学習」といった学習に関わる動機・目  

的が互いに区別されるべき異なる性格の動機・目的であることを意味する。  

5．2．2 学習者同士はどのような動機・目的を共有しているか   

まず、学習者同士が「協働学習」を共有しているかどうかを調べた。【表2】で見られる  

ように、「協働学習」を動機・目的として持っている学習者は6名■であるが、グループの学習  

者同士で「協働学習」という動機・目的を共有している場合は、グループ1とグループ2の2  

グループに過ぎなかった。   

グループ4とりループ6の場合は、一方の学習者だけが「協働学習」の動機・目的を持  

っていた。グループ4のハウとグループ6のアヒョンは「協働学習」の動機・目的を持っ  

ていなかった。それに、G6のペサンは「協働学習」の動機・目的を持ってはいるものの、  

その動機・目的は懐疑的であり、ゆれやすいもののようであった。  

q：一人でやる方が好きですか、二人でやる方が好きですか。   

A：両方とも良い点と悪い点があると思います。羊ミ早ニケ叫をず  

つと恥ち‥．その意味ではいいかも。しかし、相手が積極的だったち私もその雰  

囲気に巻き込まれて積極的岬まり積極的になろうとしなかったんで  

す‥．それはちょっとよくなかったんです。（G6：ペサン）  

これらの結果から考えると、グループの学習者同士が「協働学習」の動機・目的を共有  

していない場合も、「相互性と対称性が高いインターアクション」が起こっていたことにな  

る。しかし、グループ4とグループ6の学習者同士は、「協働学習」の代わりに「課題達成」  

の動機・目的を共有していた（【表2】）。つまり、「協働学習」ではなく、「課題達成」の動  

機・目的を共有している場合も、「相互性と対称性が高いインターアクション」が起こって  

いたのである。   

以上の結果は、「相互性と対称性が高いインターアクション」が、「協働学習」のためで  

はなく、「課題達成」のために行われる場合があることを示す。すなわち、学習者同士が協  

働的に問題を解決している場合、それは単に教師に与えられた課題を達成するためであり、  

相手の学習者と学び合うためではない可能性があることを意味する。  

6．まとめと今後の課題   

本研究では、学習者の視点からピア活動を見直し、学習者がピア情動において協働的に  
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問題を解決することが何のためであるかを明らかにすることを試みた。その結果、一見活  

発に協働しているように見えるグループの学習者が、①ピア活動に対して様々な種類の動  

機・目的を持っており、それら動機・目的は相手の学習者と関わりがあるものとないもの、  

学習と関連があるものとないものがあること、②必ずしも「協働学習」が動機・目的では  

ないこと、③「課題達成」が学習者にとって比重の重い動機・目的であること、④互いに  

協働して問題を解決するのは、協働学習のためではなく、単に課題を完成するためである  

可能性があることが明らかになった。   

以上の結果は、ピア活動に参加する学習者が当然「協働学習」を目指していると考える  

のは早合点であり、学習者同士が一見活発に問題を解決しているからといって、それが必  

ずしも「協働学習」の証拠ではないことを示唆する。   

本研究は、ピア活動を行う際、注意すべきいくつかの点を示してくれる。一つは、ピア  

活動を行う最も重要な動機・目的が互いに学び合うことであることを学習者に認識させる  

ことである。例えば、相手と一緒に解決できた部分は何か、どのように解決したか、相手  

から何を学んだか、自分は相手に何をやったかなどを報告させるなど、ピア活動を行う過  

程の中で常に相手との学び合いを意識するようなピア活動をデザインする。もう一つ、学  

習者に課題達成の負担を感じさせない必要があることである。時間を十分与える、あまり  

難しいタスクは与えないなどは、課題達成の負担を減らす一方法になるかもしれない。   

次の研究では、対称性と相互性が共に高いパターン以外のインターアクションのパター  

ンを示すグループにおいて、学習者がどのような動機・目的を持っているか、学習者同士  

でどのような動機・目的を共有しているかを明らかにしたい。それによって学習者同士の  

動機・目的によって学習者グループの性格がどのように変わり、日本語学習にどのような  

影響が与えられるか、さらにピア活動において「協働学習」の他にどのような学びの機会  

が存在するかを調べていきたい。  
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【参考資料】「再構築タスクのワークシート10」の例：婦と塵  
ナ おく もち   

脚j澄んでいまLた。あるβ、塵呈左ガ望壇旦から餅をひとつ邑らいまんた。 磨きんば食べ  
しゆじんかえ ま  

をいでご主人が媚っ丁く■るのを摩ちまん虎。   

奥さん 「となり 人 併 ＜やりもらい動詞＞。 食べる。」と、ご主人 併 ＜やりもらい動詞＞。  
たが ゆすあ   

ところが、ご主人「私 いい。重量主 食べる。」言う、食べる。重量い拉 譲り合って、奥  
か  

さん ご主人 坤 食べる。旦こ笠「生む ゲーム する、 勝つ ほう ＜やりもらい  
むごん はじ  

動詞＞  ことに射」と、寒貫くら竺＝＝ 始まる。  
さき ま   

無言くらペ 先 何も 言う。 先 何か 言う  人 真也亘。  
と尊どろばう 

旦三＿と、僻 見る、無言くらべ する 時、濫造 こウそ竺し うらぐち  
きもの  

ころが、夫婦  無言くらべ する、 何も  言う。泥棒  何も 言う、 泥棒  たんす   着物  
ふくろ おもてぐち  

全部 且  入る、今度は鮎 出る いく。   

それ家屋た磨きんが／冶戎、あ虐要ム彪塵捗スっ虎の仁、なぜ好甘言わか伸吼ノ  

か   
と吉づと、ご主人ば、／凄い、塵ガj勝っ虎。餅ばおれのあのだぞンと、併を食べまLな  

10 学習者たちに配ったワークシートでは新出単語（下線）の意味を、脚注を付けて説明したが、本稿では  

紙幅の関係で新出単語の脚注を省略する。  
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