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拡張的学習とノットワークする主体の形成
──活動理論の新しい挑戦──

山住 勝広（関西大学 文学部 教授)

今日，人間の活動は，文化的に多様な組織の間でのネットワ
ークや協働など，新しい形態に向けて，急速にパラダイム転換
している．本論文では，活動理論と拡張的学習の理論にもとづ
き，時や場所，あるいは階層レベルを横断するような，仕事の
現場における新しい学習の形態について検討した．そのさい，
ノットワーキングと呼ぶことのできる新しい協働のパターンに
注目し，その中での学習と主体性の形成に焦点化した事例の分
析を行った．
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Ⅰ．はじめに─まだそこにないものの学び

今日，人間の活動は，大量生産型のシステムか
ら，さまざまに異なる人々・組織・文化・専門性
の間を横断するネットワークやパートナーシッ
プ，「組織間協働（interorganizational collabora-
tion）」など，新しい形態に向けて，急速にパラ
ダイム転換している（Yamazumi, 2009，p. 212）．
そこでは，仕事や組織に関する重要な変革が，確
立した組織体制や権限の中心ではなく，それらの
外部からもたらされ，生み出されるようにもなっ
てきている．このような階層化していない仕事や
組織への移行は，同時に，そうした変化を可能に
する，組織における個人や集団の学習の新しい形
態を不可避的に必要とする．つまり，組織間協働
をつくり出すために，組織間協働そのものの中
で，その実践を通して学んでいく「組織間学習

（interorganizational learning）」や「水平的な学
習（horizontal learning）」のような協働学習のタ

イプが，仕事の現場で実質的に求められてきてい
るのである（山住，2008）．

本論文は，組織におけるこうした協働学習の新
しい挑戦を分析するために有効な理論的・方法論
的 枠 組 み と し て「文 化・歴 史 的 活 動 理 論

（cultural-historical activity theory: CHAT）」（以
下，活動理論という）を取り上げ，仕事や生活の
活動の中で生まれる学習の研究に，それをどう応
用できるのかを探ろうとするものである．「活動
理論」は，現実世界の対象と相互作用する「活
動」を通して人々が社会生活を組織化し，その中
で自らの知識や技能，意識や人格を発達させてい
くことに注目し，人々の社会的実践を協働の「活
動システム（activity system）」としてとらえる
理論的な枠組みである（参照，Engeström, 1987，
2008; Леонтьев, 1975; Sannino, Daniels, &
Gutiérrez, 2009; Sannino & Ellis, 2013; 山 住，
1998，2004; Yamazumi, 2006; 山住・エンゲスト
ローム，2008; Yamazumi, Engeström, & Daniels,
2005）．また，それは，そのような活動を転換し，
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創造していく人々の主体的な能力を拡張するため
のアイデアやツールを明らかにしようとするもの
である（Yamazumi, 2009，2013）．

過去 20 年ほどの間に，活動理論は，国内・国
外の教育・学習研究の分野において，世界的な広
がりをもつ研究動向として，大きなインパクトを
もつ新たなパラダイムのひとつに数えられるよう
になってきた（参照，Roth & Lee, 2007）．その
独創的な観点は，教育と学習を，個人の次元では
なく，個人と個人の間やコミュニティの中で，さ
らには異なる複数のコミュニティ間での協働的な
実践のシステム，つまり文化によって媒介され歴
史的に進化する活動システムの中で生起するもの
ととらえるところにある．

このような活動理論の発展を過去 30 年ほどに
わたり主導し続け，今日，世界的に最も代表的な
活動理論家であるのが，フィンランド，ヘルシン
キ大学活動・発達・学習研究センター（Center
for Research on Activity, Development and
Learning: CRADLE）のセンター長・教授のユー
リア・エンゲストロームである．また，彼は，

「拡張的学習（expansive learning）」（Engeström，
1987）と名づけられた学習理論の提唱者としても
著名である．「拡張的学習」は，新しい実践活動
を集団的に創造していくための協働学習をモデル
化したものである．そうした学習理論を活動理論
の中心に組み込むことによって，仕事と組織の中
で生まれる転換や学習を研究する新たなパラダイ
ムを，エンゲストロームは発展させているのであ
る．

今日，新しい種類の組織や生活活動，そして新
しい形態の学習活動が不可欠になっているのは，
レイヨ・ミエッティネンが「ハイテクノロジー資
本主義」（Miettinen, 2009）と呼ぶ激烈な変化の
中で，ますます複雑さを増大させている人間の諸
活動を，必ずしも誰かが制御できているわけでは
ないからである．そのため，「市場型でもヒエラ
ルキー型でもないような，新しい組織の形態」が
必要となるが，それは，「個人の潜在能力を発達
させ，信頼を基盤にした協働を生み出す」

（Miettinen, 2009, p. 169）ことのできる組織であ

る．
拡張的学習は，「まだそこにないもの（what is

not yet there）」の学びである．大量生産の伝統
において優勢であった仕事組織の二つのタイプ，
つまりヒエラルキー・タイプと市場タイプのいず
れでもないような，歴史的に新しい組織のパター
ンという未知の領域へと移行していくためには，
新しいタイプの拡張的学習が求められるだろう．
もはや単一のはっきりした境界のあるチームや組
織は，そのような拡張的学習の場として不適当だ
といえる（Engeström, 2008）．つまり，チームを
超える組織間協働と拡張的学習が，活動理論研究
の新たな挑戦なのである．

以下，本論文では，「組織的な境界線を横断し
て多様な行為者をますます巻き込んでいく社会空
間で発展する長期的プロセス」（Engeström, 2008,
p. 198）としての拡張的学習に焦点をあわせ，組
織における個人や集団の学習への活動理論的アプ
ローチの現代的な発展と課題は何かについて明ら
かにしていくことを試みる．そのさい，エンゲス
トロームによって，「結び目（knot）」の創発，す
なわち「ノットワーキング（knotworking）」

（Engeström, 2006，2008; Engeström, Engeström,
& Vähäaho, 1999; 山住・エンゲストローム，
2008）と喩えられている，流動的で分散した協働
組織のパターンに注目し，組織と学習のノットワ
ーキング形態の中でどのようにして活動を変革
し，新しい生活を創造していく人々の「主体性

（agency）」が形成されうるのかを考察する．さ
らには，学校教育の現場から，子どもたちが地域
の人々とともに災害文化の創造や伝統野菜の再生
に取り組むプロジェクトを事例として用い，拡張
的学習とノットワークする主体の形成のダイナミ
クスを分析する．

Ⅱ．活動システムのモデルと第 3 世代活動理
論の展開

エンゲストローム（Engeström, 1987，p. 78）
は，人間の「活動」が，集団的なものであり，文
化的人工物（cultural artifact; ツールや記号，言
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語やシンボル，コンセプトやモデルやビジョン，
テクノロジーなど）に媒介され，「対象（ob-
ject）」（すなわち，活動の動機や意味）に向かっ
て歴史的に進化するものであるとして，それを

「集団的活動システム（collective activity sys-
tem）」としてモデル化することに成功している．
この「集団的活動システムのモデル」では，「道
具（人工物）」「コミュニティ」「ルール」「分業」
の諸要素によって多元的に媒介された「主体」の

「対象志向の活動（object-oriented activity）」の
システムをとらえる枠組みが提示されている．集
団的活動は，「コミュニティ」のメンバー間での

「分業」，すなわち複数の異なる諸行為の分担によ
ってのみ遂行されることができる．このことは，
参加者の間での交換や相互作用を規制し拘束する

「ルール」を必要とする．たとえば，図 1 は，そ
うした「集団的活動システムのモデル」を枠組み
として，エンゲストロームの研究グループが，フ
ィンランド，ヘルシンキ市にある社会的に不利な
条件の家庭の生徒たちが通うミドルスクールで行
った発達的な介入研究（Engeström, Engeström,
& Suntio, 2002）の中で，教師集団の活動システ
ムを分析したものである．

こうしたモデルを概念的なツールとして活用し
たエンゲストロームらの介入研究では，図 1 にお
いて稲妻形の矢印で示されているように，教師集
団の活動システムにおいて顕著であった二つの潜
在的な「矛盾（contradiction）」に焦点があわさ
れている．第 1 は，教師たちの仕事の「対象」で
ある「生徒」（より正確には，生徒と，彼や彼女
らが獲得すべきとされている知識との間の関係）
の概念化に関する矛盾である．それは，生徒のあ
り方に対する教師の相反する概念化，すなわち

「無気力な生徒」と「活動的な生徒」というとら
え方の対立として生まれてくる．第 2 は，教師た
ちの教育実践を媒介する「道具」における矛盾で
ある．それは，生徒のふるまいを「コントロー
ル」するか，それとも生徒を「信頼」するか，と
いう実践の手段をめぐるジレンマであり，緊張と
対立の関係である．

エンゲストローム（Engeström, 2006, pp. 27-

29）は，エヴァルド・イリエンコフ（Ilyenkov,
1977）の弁証法理論を参照しながら，矛盾の概念
が活動理論の足場になると述べている．それは，
活動システムの矛盾こそが，変化と発達の原動力
として中心的な役割を果たすからである．矛盾は
問題やコンフリクトと同じものではない．活動シ
ステムの内部で，あるいは複数の異なる活動シス
テムの間で，歴史的に積み重ねられてきた構造的
な緊張関係が，矛盾である．人は，歴史的に進化
してきたコミュニティや活動の対象が，その歴史
性ゆえに内部に潜在させている多種多様な動機の
間の矛盾に，活動システムの中で直面するのであ
る．したがって，矛盾は，「活動におけるトラブ
ルが何に由来するのかを理解するための鍵となる
もの」であり，また同様に，「活動のイノベーシ
ョンや発達の潜在力は何か，そして活動がいかに
して組みかえられていくのかを理解するための
鍵」（Engeström, 2008, p. 5）となるものなのであ
る．

今日，活動理論は，人々の社会的実践が，「ネ
ットワーク型組織」や「ハイブリッド化」や「緩
やかな水平的結合」といった新しいパラダイムに
向かっていることをふまえ，異質で多様な活動シ
ステムの間のネットワークやコラボレーションを
研究する新しい世代へと発展している．それは，
エンゲストロームが名づける「第 3 世代活動理論

（third-generation activity theory）」である（En-
geström, 1995，1996; 山住，2008）．

エンゲストロームは，活動理論の世代論の中
で，第 1 世代の活動理論は，対象に向かう人間の
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対象 生徒と, 彼らが獲得
すべき知識との間
の関係

無気力な生徒 vs.
活動的な生徒

スケジュールと時間割,
行動規則, 進級基準

教科と学年制, 学級担任制,
教師と生徒の役割

主体

ルール 分業コミュニティ

学校, 教室

教　師

カリキュラム, 教科書,
教材・教具, 教育方法

コントロール vs.
信頼

図 1 ヤコマキ中学校の教師集団の活動システムとその
内的矛盾

（Engeström, Engeström, & Suntio, 2002, p. 216 を参照）



行為が，ツールや言語，シンボルやアイデアやテ
クノロジーといった「文化的人工物」の創造と使
用に媒介されていることを明らかにした，と述べ
ている．つまり，前述の集団的活動システムのモ
デル（図 1 を参照）の内，上部の小三角形が，第
1 世代活動理論の対象だったのである．次に，こ
れに続く第 2 世代では，人間の活動が「ルール」

「コミュニティ」「分業」といった社会的基盤に支
えられた人々の共同活動であることが，活動シス
テムのモデルにおいて明確にされていった，とさ
れている．したがって，第 2 世代において活動理
論は，活動システムの全体を研究対象とすること
となったのである．

現在，活動理論は，これら先行世代の限界とい
える単独の活動システム（たとえば，学校）への
限定を超え，組織・制度・文化・国などの境界を
打ち破るような，異なる多様な活動システム（た
とえば，学校と学校外のコミュニティや組織）の
間の境界横断（boundary crossing）や相互作用，
ネットワークやパートナーシップ，対話や協働を
分析しデザインする，新しい概念的枠組みを発展
させることを課題にしている（参照，Akkerman
& Bakker, 2011; Engeström, 2009; Gutiérrez,
Baquedano-López, & Tejeda, 1999; Spinuzzi, 2012;
Tsui & Law, 2007; Yamazumi, 2009; 山住・エンゲ
ストローム，2008）．

エンゲストロームは，こうした第 3 世代の新た
なパースペクティブを，先の集団的活動システム
のモデルを発展させながら，対象を部分的に共有
して相互作用する最小限二つの活動システムとし
て上の図 2 のようにモデル化している．

Ⅲ．活動理論にもとづく形成的介入研究と拡
張的学習

教育理論としての活動理論の際立った特徴は，
通常の標準的な科学が「観察」や「分析」に留ま
ることを旨とするならば，むしろ変化をつくり出
すことへ，実践者とともに研究者を参入させる点
にあるだろう．つまり，活動理論は，既存の慣習
や制度的な制約に適応することよりも，未来志向
の変革に，よりいっそう焦点をあわせているので
ある．

ウイリアム・ペニュエル（Penuel, 2014）は，
こうした特徴に加え，実践への「介入（interven-
tion）」の方法論という点に関して，活動理論を

「学習科学（learning sciences）」における「デザ
イン研究（design-based research）」と比較し，
そこから浮かび上がってくる活動理論の強調点と
独自性について述べている．それによれば，学校
での子どもたちの学習を例にした場合，デザイン
研究では，一般に，革新的なカリキュラム内容と
結びついた，教科領域の核となるアイデアを，テ
クノロジーの活用を含めながら子どもたちがどの
ように学ぶのかの理論をつくり出すことがめざさ
れている．しかし，これとは対照的に活動理論で
は，活動を変革することと実践者自身の「エージ
ェンシー」（行為の主体性や能力）を拡張するこ
との二つが，介入研究の焦点となっている．つま
り，デザイン研究における介入は，たとえそれが
実験室状況を飛び出し，現実の学校状況において
教師たちと組んで行われたデザインであり検証の
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媒介人工物 媒介人工物

主　体 主　体

ルール ルールコミュニティ コミュニティ分　業 分　業

対象 1 対象 1

対象 3

対象 2 対象 2

図 2 第 3世代活動理論のための「最小限二つの相互作用する活動システムのモデル」

（Engeström, 2001, p. 136）



ための介入であったとしても，依然としてその方
法論は線形的な因果律への還元に留まっているの
である．それは，研究者がグランドデザインを作
り，教師がそれを適用あるいは修正し，結果とし
て学習者によりよい変化が生じる，といったリニ
アな因果関係への還元を本質とした介入研究の方
法論であるといえる．学校改革の長い歴史の中に
も見出すことのできるこのような支配的な傾向に
対して，ペニュエル（Penuel, 2014）が活動理論
にもとづく介入研究の中に見出しているのは，現
場の中での学習に焦点化する方法論である．つま
り，デザイン研究と比べ，活動理論では，実践者
たち自身の拡張的学習の促進・支援が介入研究の
核となっている．この理由からエンゲストローム

（Engeström, 2011）は，活動理論にもとづく介入
研究を「形成的介入研究（formative intervention
research）」と呼ぶのである．

こうして，トップダウンのコントロールではな
く，実践者たち自身が協働と相互学習を通してイ
ノベーションを集団的に生み出していくことを中
心テーマとする活動理論では，拡張的学習のモデ
ルが形成的介入研究の中で中心的な役割を果たす
のである．拡張的学習の理論は，通常の学習理論
が，伝統的に学習を，既成文化の獲得や制度的な
制約への適応としてとらえているのに対し，そう
した狭い概念化を超えていこうとする新しい学習
理論である．そこでは，「拡張（expansion）」と
いう言葉によって，人々が自らの生活や実践活動
を自分たち自身でより幅広くコントロールし，転
換し，創造していくための学びが照らし出されて
いる．このような拡張的な学びを通して学び手
は，自分たちの活動について，根本的に新しい，
より幅広くて複雑であるような対象とコンセプト
を構築し，それを実行することによって新しい実
践活動を創造していくのである（Engeström &
Sannino, 2010, p. 2）．この意味で，「拡張」は，従
来，人間の学習に関する二つの典型的なとらえ方
だった「獲得（acquisition）」とも「参加（par-
ticipation）」とも質的に異なっている．これら両
者は，「拡張」とはちがい，文化の転換や創造を
あまり問題にしていない．

拡張的学習の中で学び手は，「いまだ存在して
いない何か」を，（1)既存の実践に疑問を投げか
けること→(2)活動の新しい形態や発達をモデル
化すること→(3)新しいモデルを実行し試みるこ
と，といった学習行為を通して学んでいく（山
住，2008，pp. 30-31）．そのさい，学習行為の出
発点にあるのは，仕事の現場や組織の中で，人々
が実際に直面する困難や葛藤，さらには活動シス
テムが内にはらむ矛盾である．拡張的学習は，そ
うした矛盾に迫りながら，新しい対象，新しいコ
ンセプト，持続性のある新しい実践形態を生み出
すのである．したがって，仕事の現場や組織の中
で矛盾を乗り越えようとする形成的介入では，バ
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もたらす実践者や専門家の学びを促すことが試み
られる．

このように，拡張的学習は，短期的な「目標
（goal）」，たとえば「どうやって A から B に到達
するか」や「与えられた仕事をこなす」といった
細かな目標を直線的に達成するための手段やテク
ニックや段階の学習とは根本的にちがっている．
そうではなく，細かな目標が織りなし複合する，
より上位の「目的（purpose）」，たとえば「な
ぜ，このようなやり方を続けているのか」「なぜ，
私たちはこうしているのか」「何を，変えようと
しているのか」といった，仕事や組織の対象に向
け ら れ た“what”や“why”，そ し て“where
to”の問いかけが，拡張的学習を生み出すといえ
るのである．つまり，「なぜ，私たちは B ではな
く A にいるのか」，あるいは「なぜ，A ではなく
B をめざすのか」といった問いかけのもと，活動
のシステム全体を変え，新たにデザインし，生み
出していくレベルの学習が拡張的学習となる．そ
れは，何よりも「学び手が学びの必要性を生じさ
せるような問題の根源を問うときに呼び起こされ
る学習」（Young, 1998, p. 154）である．また，
そのようにして，与えられた課題を超え，自ら問
題を発見・創造していく学びが拡張的学習なので
ある．

そのさい，エンゲストローム（Engeström,
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2008）がいうように，仕事のチームが安定した集
団であることにこだわると，まさにその耐久性が
拡張的学習を阻害することになる．また，チーム
の拡張的学習で生み出された革新的な解決策が，
組織全体の経営戦略やルールと衝突し，すぐさま
破壊され，イノベーションがフラストレーション
に変わることもしばしばある．そもそも拡張的学
習には，「メタ認知」「建設的論争」「疑問や否定
の行為」のような，「チームの一人かそれ以上の
メンバーが確立した慣例や広く行き渡った習慣に
立ち向かって，それを拒否しはじめることが欠か
せない」（Engeström, 2008, p. 197）からである．
そうだとすれば，あるチームが拡張的学習に乗り
出す有望な状況のひとつは，「チームの境界線や
他のチームあるいは顧客といった外部との関係を
含んで，チームの作業の方法に疑問を呈し，省察
的にコミュニケーションし，再設計に携わると
き」（Engeström, 2008, p. 197）だといえるだろ
う．つまり，拡張的学習は，単一のはっきりした
境界のあるチームや組織の中での伝統的な学習状
況ではなく，ハイブリッドで多様な組織が集まる
状況の中での学習に，最もよく当てはまるモデル
なのである．それは，先に見た図 2 の第 3 世代活
動理論の枠組みにおいて示されているような，組
織・制度・国や文化・専門性の境界を打ち破って
い く「境 界 横 断 的 な 学 習（boundary-crossing
learning）」としてとらえることのできる学習の
新たなタイプである．

次節では，このような拡張的学習が不可欠のも
のとして求められ，かつ有効である状況として，
組織のノットワーキング形態に注目し，権限が分
散し，階層化していない協働組織の事例を取り上
げながら，その中での拡張的学習の生成を分析す
ることにしたい．

Ⅳ．ノットワーキングの中の拡張的学習と主
体性の分散

リニアな介入研究は，前述のように，デザイン
と実行の全過程に対するトップダウンのコントロ
ールを方法論としている．これに対して，行為の

主体性
エージェンシー

が最も重要だと考える活動理論的な形成
的介入研究では，生産やイノベーションがむしろ
異なる複数の活動システムから集まった担い手た
ちによって「協働構成（co-configured）」される
ことに，方法論上の焦点がある（Engeström,
2011）．エンゲストローム（Engeström, 2008）
は，こうした協働構成をめぐり，従来，組織やチ
ームの研究の大半が焦点をあわせてきた産業労働
の分野よりも，医療や教育といった人的サービス
の方が，すでに利用者による生産への直接的参加
という点で先頭を走っていることを指摘してい
る．たとえば，教育のイノベーションは，しばし
ば，子ども，教師，家庭，地域などからなる「集
団的な主体性（collective agency）」にもとづく
協働構成によってつくり出される（Penuel,
2014）．そのさい，交渉によるノットワーキング
は，協働構成のきわめて有望かつ潜在力のあるパ
ターンである（参照，Fenwick, 2007）．

ノットワーキングは，行為者や活動システム
が，弱くしか結びついていないにもかかわらず，
急遽，即興的に響きあい，協働の行為を脈打た
せ，互いの間に結び目を結び，ほどき，また結ぶ
といった律動を繰り返していくようなつながりの
創発である．ここで，そうしたノットワーキング
が生み出す拡張的学習のひとつの例として，阪
神・淡路大震災と東日本大震災の後に被災地の学
校で取り組まれてきた震災学習について考えてみ
よう（参照，山住，2012）．

たとえば，こうした震災学習では，子どもたち
が「被 災 地 を 歩 く」（参 照，須 磨 高 校，1998;
Yamazumi, 2001; 山住，2004）や「震災を語り継
ぐ会」（芦屋市立精道小学校，2005，2009）と名
づけられた学習活動を通して，学校外の現実世界
で，震災の多数の痕跡を発見したり，再生に向け
苦闘するさまざまな被災者と出会ったりする取り
組みが行われている．それは，子どもたちにとっ
て，学校外の弱くしか結びついていない他者や世
界との間に即興のノットワーキングを生み出すも
のとなる．その中で，子どもたちは，震災の深い
悲痛の記憶を語り互いに共有していくような学習
を経験するのである．また，震災復興に向けた
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「持続発展教育（Education for Sustainable Deve-
lopment: ESD）」の 取 り 組 み（及 川，2012）で
は，地域全体で子どもたちを「持続可能な未来の
担い手」として育成することがめざされ，学校と
学校外の NPO や産業団体，行政機関，専門機関
などが協働して，学習の「知識ベースとなる地域
ネットワーク」（及川ほか，2009，p. 3）の構築
が進められている．

このような震災学習の例は，前述の第 3 世代活
動理論の枠組み（図 2 を参照）を用いるならば，

「ハイブリッドな学習活動」の創造としてとらえ
られる．それは，学校と学校外の境界領域でのさ
まざまな活動システムの相互作用や混交を通し
て，子ども，教師，学校外の多様な参加者の間に
協働の拡張的学習を生み出すのである（学校にお
けるハイブリッドな学習活動の開発について，詳
しくは，Yamazumi, 2008，2009，2010b を参照）．
つまり，ハイブリッドな震災学習は，図 3 に表し
たように，「社会的に孤立した学校」における

「教科書の知識や正しい答えの獲得に閉ざされた
形式的な学習」を特徴とする，伝統的な学習の制
度 的 境 界 を 拡 張 し，「外 部 へ の 志 向 性」

（Engeström, 2008）のもと，学校での学習を学校
外の世界と結びつけていこうとするものである．
そのさい，柔軟かつ即興的で緩やかなつながりを
創発するノットワーキングが，拡張的学習を生み
出す重要な場となっている．

ノットワーキングによるハイブリッドな学習活
動の例として，ここでもうひとつ取り上げたいの
は，私たちの研究グループが，2008 年度から大
阪府吹田市立の小学校と提携して進めている研究
プロジェクトである．それは，地域における幻の
伝統野菜「吹田くわい」の再生をテーマに，学校
現場，大学，地域に根ざす有機栽培・自然農法を
基盤にした伝統野菜生産農家，さまざまな専門
家，市民レベルでの草の根のボランティア活動，
教育委員会，行政機関などが協力して，子どもた
ちが地域の人々とともに拡張的な学習活動をつく
り出していくことに焦点化したものである（関西
大 学 人 間 活 動 理 論 研 究 セ ン タ ー，2009;
Yamazumi, 2010a, 2010b）．先に述べた震災学習

の実践と同様，ハイブリッドな学習活動の中で，
子どもたちと学校内外の多様なパートナーが協
働・交流して，新たな地域文化の創造に取り組ん
だり，ともに地域社会のよりよい変化にかかわっ
たりすることが生み出されているのである．

こうしたハイブリッドな学習活動において，教
師と子どもたち，そして学校外のさまざまな個人
や組織の間に，必ずしも固定的で強いネットワー
クが築かれているわけではない．にもかかわら
ず，これら多様なパートナーは，活動の対象を部
分的に共有し，互いの活動を柔軟かつ即興的に協
調させることによって，協働の活動をつくり出し
ている．つまり，ここでは，異なる個人や組織が
緩やかにつながり，特定の個人や固定した組織が
コントロールの中心になるわけではなく，活動の
主導権を刻々変化させながら行う協働の行為，す
なわちノットワーキングが，複数の活動システム
の相互連結やネットワーク，そして組織間協働の
パターンになっているのである（詳しくは，山
住・冨澤，2012 を参照）．

したがって，先に図 3 で示したように，ノット
ワーキングの中の拡張的学習では，学校外のコミ
ュニティや組織，参加者は，いわば「学びの提供
者」となって，代わる代わる活動のイニシアティ
ブを発揮する．ノットワーキングは，教室内外
で，学びの潜在的に多様な資源を結びつけ互いに
やり取りさせることによって，「教室外の学びの
提供者」という新たな「道具」を活動システムに
もたらすものになる（Yamazumi, 2013）．こうし
た資源は，ルイス・モールとジェイムズ・グリー

56 組織科学 Vol. 48 No. 2

道具

対象主体

ルール 分業コミュニティ

正解の
獲得

生活の中の
問題

教師と
子どもたち

ノットワーキング

カリキュラム, 教科書,
教材・教具, 教育方法

教室外の学びの提供者,
知識のファンド

教科と学年制, 学級担任制,
教師と子どもの役割学校, 教室スケジュールと時間割,

行動規則, 進級基準

図 3 ノットワーキングによる震災学習の拡張



ンバーグが「知識のファンド（funds of knowl-
edge）」（Moll & Greenberg, 1990）と呼んだもの
に相当する．

たとえば，次の抜粋は，吹田市立の小学校で行
われている吹田くわいの栽培を，これまで 7 年間
にわたりサポートし続けている，有機野菜生産農
家，平野紘一さんが，校庭に作られたくわい畑で
の収穫の日（2012 年 1 月 13 日），3 年生の子ども
たちと作業を振り返りながら交わしたやり取りの
一部である．

子ども：平野さんの農園は，今年はあんまり
獲れなかったっていってたけれど，K 小学
校のは，いっぱい獲れてうれしかったです．
平野さん：あの，K 小学校のね，先生をは
じめ，みんな，生徒たちがね，一生懸命作っ
てくれた結果なの．今年は，ほんとね，吹田
地域全体の吹田くわいの不作の年．どの農家
も全部，収穫量が少なかったです．実の大き
さも半分ぐらいの実の大きさ．でも，ここの
学校の実は大きですし，実が丸くて，健康そ
のもののくわいの顔になっている．吹田くわ
いを生産し始めてもう 10 年目になります．
……植えつけのとき，35 センチぐらいの間
隔で植えた方がいいなと考えてきました．と
ころが，今年は不作年で，木の成長がぐっと
悪かったの．……だから，今年はね，……20
センチ，10 センチ間隔ぐらいで密に植えた
方がよかった年だったのだな．この学校で
は，……生徒さんの思いがあってね，もう 1
本植えたい，もう 1 本植えたいといってくれ
て，それでその短い間隔で植えていただいた
のです．それが爆発的な収穫量になってよか
ったのだね．ものすごくいい勉強になりまし
た．農家サイド，私サイドがね，……半分の
間隔で植えた方がよかったなあと，いい反省
材料になりました．……だから，このたびは
君たちが教えてくれたようなものでね．それ
を，また吹田市全体で春に植えつけるときに
は，いい材料にしないといけないなと，いい
勉強になったの．この学校の収穫量は，普通

の収穫量の倍の量，獲れているのでね．
……K 小学校が今年の吹田くわいのナンバ
ーワンになりました．
みんな：やったあ！（全員拍手）

吹田くわいのプロジェクトは，地域に独自な幻
の伝統野菜を甦らせるという共通対象を参加者が
共有しながら，ノットワーキングを通して，学習
活動を生み出す行為の主体性

エージエンシー

をパートナー間で
幅広く「分散（distribution）」させている．この
抜粋にあるように，農家の平野さん自身が，子ど
もたちにくわい栽培を教えるだけでなく，むしろ
子どもたちとともに経験から多くの重要なアイデ
アを学ぶことになったのである．ここで，小学校
の校庭に作られた小さな畑は，まるで未来に向け
てよりよい農法を生み出していく「実験室」のよ
うに見られている．また，こうしたパートナーシ
ップは，教師と子どもたちにとっても，真正かつ
興味深いテーマや問題に取り組む機会を与えてい
る．そこでは，現実世界における解決策が探究さ
れることになるのである．

Ⅴ．おわりに─ノットワーカーの形成へ

拡張的学習の最も重要な成果は，行為の
主体性
エージエンシー

，すなわち「自分たち自身の活動システ
ムを形づくろうとする，参加者たちの能力や意
志」（Engeström & Sannino, 2010, p. 2）である．
コントロールの「中心がとどまらない（the cen-
ter does not hold）」ようなパターンでの組織間シ
ナジー，すなわちノットワーキングの場合，そこ
での拡張的学習は，「結び目」をつくる人，すな
わち「ノットワーカー（knotworker）」としての
主体性
エージエンシー

を形成するものとなるだろう．
この十数年間，国際的に支配的となった教育改

革 の 手 法 は，「達 成 に も と づ く 説 明 責 任
（performance-based accountability）」と呼ばれる
ものである．これは，学校や教師の「効果性

（effectiveness）」を測定する基準，すなわちテス
トで測られる児童・生徒の学業成績を学校や教師
の達成基準（＝スタンダード）として，その結果
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によって達成レベルの低い学校や教師には監督や
制裁（高い場合は報償）を行い，その学校に在籍
する児童・生徒と保護者には別の選択肢を用意す
る，といった政策である．しかし，このような

「説明責任」のシステムによる学校改革への介入
には，決定的な欠落がある．それは，リチャー
ド・エルモアがいうように，そのような教育政策
には「学校改善に焦点をあわせた人的資本（hu-
man capital）への十分な投資」（Elmore, 2008, p.
39）が完全に欠けている，という点である．政策
決定者による説明責任システムのデザインが，実
践者の「能力形成（capacity-building）」に関す
る相応の措置を講じない限り，学校や教師の達成
レベルが向上することはないだろう．エルモア
は，「説明責任」にもとづく教育政策が学校をよ
りよく改善していくためには，次のような「説明
責任の相互依存（reciprocity of accountability）」
の原理が不可欠であると論じている．「説明責任
は，相互依存的な過程である．もし私があなたに
達成の増大を要求するならば，同時に私には，あ
なたに対してその期待に応じるための能力をもた
らす責任が等しく生じるのである．また，あなた
が私の技能や知識に行ったあらゆる投資に対し
て，逆に私は達成を新たに増大させる責任を負
う」（Elmore, 2002, p. 5）．

こうした「説明責任の相互依存」の原理は，
「主体性

エージエンシー

の 委 譲（transfer）」の 原 理（Elmore,
2005）とセットになって，組織変革への民主主義
的な介入を可能にする．ノットワーカーによるノ
ットワーキングの学びという新たな拡張的学習も
また，権限やリーダーシップを組織全体や組織間
で分散・共有して，主導権を時々に変化・交替さ
せながら，協働のレスポンシビリティ（自律的な
応答責任）を高めるような，仕事の現場における
民主主義的な協働の新たな歴史的展開に向かって
いくのである．

同時に，ノットワーキングによる組織間協働と
拡張的学習は，前節での事例分析において見出さ
れたように，未来志向の「変革型の主体性

（transformative agency）」（Virkkunen, 2006）を
育んでいく．それは，学習を学校が独占的に握る

のではなく，むしろ学校がよきパートナーとなっ
て，異なるさまざまな個人や組織，団体や機関と
ノット（結び目）を結び，未来を担う子どもたち
とともに，学習を通して新たな地域文化の創造に
挑んでいく，ノットワークする主体の形成なので
ある．
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