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1はじめに

教職課程を有する大学・学部では，毎年教育実習が行なわれているが，事後指導として
教科教育法などの授業で実習授業の逐語記録を作ることを義務づけている場合も少なくな
い。逐語記録を作成して授業の展開過程を把握し反省することは，授業を改善する上で重
要な方法の1つであることは言うまでもない。
授業改善のための手法は，従来から多数報告されているが，授業分析法についても同様
である。授業分析の手法に，授業の逐語記録をとり内容を把握しながら分けられた文節の
関連構造を記述して，難解な授業観を把握し指導法の改善をめざすもの（重松1961）やカ
テゴリーを用いて授業データを作成し，客観的な量的データにより幾何的・算術的処理を
施して行なうもの（Amidon et a1．1967，Flanders1972，加藤1977，小金井1981，松原
1982，坂元1975）などがある。前者は，8つの観察事項，記録の要件などを明示して，授
業の展開を構造的にとらえるもので，人問（熟練した教師または授業研究者）のもつ直観
や経験を生かした手法として有効である。後者は，教育工学などの理論や実践を基盤とし
て，定量性，客観性，再現性などを追及した手法である。これは，授業の観察に際して視
点を設け，カテゴリーを定義して行なうもので，コンピュータなどの利用も考えられると
いう利点を有する。

また，最近では，授業の逐語記録を計算機上で作成し，その逐語記録における出現語の
頻度について考察をおこなうもの（大谷 1984）や授業の逐語記録に品詞カテゴリーを付
加して発話された語の種類や品詞の頻度について情報工学的な見地から定量的に分析を行
なうもの（大谷，松原 1984）などがある。これらは，授業データをFlandersなどのよう
に時系列カテゴリーとするのではなく逐語記録をもとに行なうが，コンピュータの利用や，
定量的な処理ができるなどの特長がある。
＊長崎大学教育学部工業技術科教室
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本研究で提案する手法（構造化逐語記録作成法）は，授業の逐語記録をもとにその文脈，
特に文の接続状態を視点に，逐語記録をわかりやすい形に構造化して表現するためのもの
で，重松のいう「授業の構造」を把握するための方法をカテゴリーを用いてコンピュータ
の利用ができるように考えられたものである。したがって，本手法は授業分析法というよ
りはむしろ，授業過程表示法という方が適切である。またこの手法を実現するためのソフ
トウェアは，コンピュータを用いて逐語記録を作成することを前提とし，これに分析者（実
習生）が接続カテゴリーを付与することが要求される。その後は自動的に計算機処理が施
され，実習生の授業に対する認識状態を構造化逐語記録という理解しやすい形式で表示し，
数回の修正を行なえるように，対話的なシステムとして作成されている。
構造化逐語記録作成法は，教育実習生が授業の展開を把握するための技量を養成するた
めに開発されたもので，授業の把握や反省の際の利用にむけて提案されるものである。

2．方法
2．1 授業の逐語記録の作成
授業をVT Rで録画し，これを再生しながら逐語記録を作成するが，次のような規則に
従って行なうものとする。

教師の発言にはその先頭にωを，生徒の発言にはく名前＞を記録する。冗長となる部分
は（）で囲む。これは，後で行なう計算機処理において教師と生徒の発言の区別や分析
に直接関係のない部分を読みとばすために行なうためのものである。この規則は，計算機
的なデータの互換性を保つために，大谷1985の方法に準拠している。この作業は，P C9801
F2上のソフトウェアであるワードプロセッサを利用して作成する。
2．2 接続状態を考慮した授業データの作成

接続状態は，4つの第1カテゴリー（P，N，1，F）と3つの第2カテゴリー（A，
R，0）により分類される。それぞれの接続状態の定義は，表1に示すとおりである。

表1．接続関係カテゴリー

（1）第1カテゴリー
記号

定

（2）第2カテゴリー
義

合がこのカテゴリーに該当する。
N：逆接の場合（接続詞や接続助詞な

問答他
の
発応そ

のどれにも属さないと思われる場

ARO

P：おもに順接の場合であるが，以下
の3つのカテゴリー（N，1，F）

記号1定義

とによる場合と，意味による場合
とがある）

1：転換・割り込み
F：復帰

2．1で作成された逐語記録を文単位で ／ により分割し，2種類の接続関係カテゴリー
を第1，第2の順でその記号を挿入記録する。授業の逐語記録は，数百の文に分割される
がこの段階は，特に話題の転換や逆接に注目することにあり，単に，ある文が次の文につ
ながっている場合は，これらを最終段階で統合すること（シリアルな構造化からパラレル
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な構造化への発展〉を予定しているので，操作的に定義されたカテゴリーPは特別な意味
をもたない。したがって，カテゴリーPが続く場合は分割してもしなくてもよい。
カテゴリーNは，いわゆる「逆接」を意味するが，表1に示したように，接続詞や接続
助詞（しかし，が，…）により定義する場合と内容による場合の2種類が考えられる。発
話される文を観察すると，接続詞や接続助詞が必ずしも適切に用いられていないことがわ
かる。このことを考慮するとカテゴリーNを決めるうえで，
（1）教師（または児童・生徒）が適切に接続詞や接続助詞を用いているか
という視点
（2）接続詞や接続助詞を単なる文のつなぎの言葉であると解釈し，教師
（または児童・生徒）の発言の内容に着目する視点
のような2つの視点が考えられる。（1）の視点で行なうには，計算機で接続詞や接続助詞の
同定を行なえるように，これらにそった定義が必要になる。接続詞や接続助詞の誤用は
生徒・児童の混乱をひきおこす可能性を有し，かといって接続詞や接続助詞のまったくな
い発言は，生徒・児童の理解を困難にするものと考えられる。したがって，この視点は，
教師の発言がどの程度わかりやすかったかという程度を表わす1つの指標を定量的に示す
ことが可能であると思われる。また，（2）の視点は，接続詞や接続助詞によらず，発話され

た内容を重視し授業の展開を理解するうえで有効である。実際にカテゴリー化を行なう際
には，接続詞や接続助詞が欠落する場合や誤って用いられる場合が多々あり上記の（2）の視
点で行なう方が効率がよいとの結論を得た。今回は授業で発話された言葉の内容を重視す
る立場から，（2）の視点で行なうことにした。

また，計算機上の漢字などの文字データを処理する場合に問題となるのは，一度に処理
のできる文字の長さである。BA S I C言語では，その長さは，一般に256バイドであるた
め，これを倍角文字（漢字などの2バイト系文字）の数に換算するとその半分，すなわち
128文字となる。このことは，逐語記録を分割する際には，改行コードから次の改行コード
までの倍角文字の長さが128文字を超えないようにしなければならないということを意味
する。したがって逐語記録は，少し余裕をみて原則として100文字程度以上は続かないよう
にし，これを超える場合は適当な箇所を／で分割し，カテゴリーPを付与するとともに改
行コードを挿入することにした。

なおこのカテゴリー化は第1次，第2次というように後の処理において表示された構造
化逐語記録をもとに修正を行なうことを前提としているので，第1回めのカテゴリー化（第
1次）ではそれほど神経質になる必要のないことをデータの作成者にあらかじめ説明して
いる。

図1は，教育実習生が接続関係カテゴリーを付加し，分割処理を施した例（第1次の授
業データ）である。このデータは，昨年度の教育実習で行なわれた授業で，学習指導案を
図2に示す。
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（T〉POこの問はアサガオの遮光栽培を今、勉強していると思いますけど、遮光栽
培と言うのは、光を遮って、（え一と、）日長時問を短くするために使う物です。／
10反対に、

（あの、）日長時問を伸ぱすために、電照栽培という物があるんですけ

れど。／POその勉強をしたいと思います。／（その、）POその勉強と言うのは、
（あの、〉秋ギクの栽培によって行ないたいと思います。／

PO秋ギクの栽培について、教科書96ベージを開けて下さい。／PO秋ギクについ
て、開花の性質を挙げて見たいと思います。／

POまず最初に、秋ギクの開花に関する性質と言うのはまず、秋ギクは短日植物と言
う事です。／

PO二番目に、

（え・）日の長さが13．5時問以下、温度が15度以上になると、

（え、）花芽の分花が始まります。／

PO三番目に花芽の時期は8月の中旬から下旬にかけてです。／
PO四番目に（え一と、）

（あ、）秋ギクは（花芽を、〉

（花芽を、）花芽が始まっ

た後60日で開花します。／
（えと、）POこれらの事から、秋ギクと言うのは、普通栽培によると、まず5月の

中旬ごろにさし芽をして（10月の、）10月から11月にかけて開花します。／P
O10月から11月にかけて開花するので秋ギクと言うのね。／
PQでは、

（えとζ）教科書の96ページ、を、見て下さい。・／、〈えと、〉PO秋ギ

ケの栽培って書いてありますけれども、 （え一と、）17図に、普通栽培と電照栽培
の比較がして書いてありますね。／POそこを見て下さい。／
（っと、）10普通栽培の方は、5月の、

（ろ、）中旬にさし芽をして、それから、

（え、）鉢上げ、適しん、誘因、鉢がえ、などをして行って、／FOそれに対して
（さし芽、）電照栽培と言うのはさし芽が（えと、）7月の上旬になっています。／
（んと、）POこれは、

（え一と、）電照栽培と言う事で、

を遅らせて、遅らぜて、

（え一と、）開花を、

（あの、〉さし芽の時期

（え、）12月から1月にかけて行な

うという目的でするんですけれども、／

10電照栽培は、なぜ電照栽培を、／10普通栽培でなくて、／FOなぜ電照栽培を
するかと言う事で、／PO電照栽培をすると言う事は何らかの長所があると思われる
んですけれども、／PAどういう長所があると思われますか？／PA分かる人？／P
A誰かありませんか？／
PA電照栽培の長所、電照栽培をする事によって何か、

PAその利益とは何でしょうか？／
くs1〉PR（んと、〉時期を遅らす事によって、

（んと、）利益がある。／

（こう、〉その季節に食べられる

ようにする。／

（T）

（え一と、）

（じゅう、）

（キクが、）10キク栽培だけだったら10月から

11月にかけてしか、 （え一と、）見られないんですけれども、／
POその電照栽培をする事によって、 （お正月とか、）お正月とかに（キクが、）キ
図1

（1）接続関係カテゴリーの付加された授業データ（その1）
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クを飾ったりとか、そういう事をするために、

（え、）時期をずらして、

（その、〉

その時期にない物を作ると言う事ですね。／

IA他にありまぜんか？／PA他に？／PA長所？／PAないですか？／
PIRこの他に挙げて見ると、

（え一と、）

（値段の、）値段の話になるんですけど、

：・（え一と〉もし、 （普通、）普通栽培で、栽培で開花するのは10月から11月です
ね。ンPOそれを、 （え、）12月から1月にするって言う事で、／（え、） （ない
，物を、）

（ないも、〉／PO時期的にない物と言うのは、

た物としては、それで、

（あの、）

（後、）

（高く、〉高くかけて作っ

（電、）電照するって事で、電気代なん

かかかかると思われますけれど、／POこれ調べて見ると、一個が10円未満で出来
、るど言う事で、／P（）それは、花は一本10円なんかで売ってないので、作る方が利
1益として、電照栽培だと高く売れると言う事ですね。／
lA他に、思いつきませんか？／（んと・）PR後一つは・

（え・）

（電照栽培なん、

）一・電照栽培で、12月から1月にかけて、開花させよう、開花させようと、しますけ
れども、／（え一と、〉PR普通栽培、で、後、 （開、）開花を送らせるために、

（え、〉化学肥料なんかを使ったりする事もあるんですけれども、／POその化学肥
料なんかを使った場合に、

（え一と、〉

，たりして、／PRちゃんとした、

（奇形、〉

（キ、）キクの奇形なんかが出来

（え、）その（同ひ、）同じ品種のキクが出来ない
（え、）確実に同じ品種、親と

一場合かあるので、そういう場合に、電照栽培の方が、

同し品種の物を作る事が出来ると言う長所があります。／POこのような長所があり
ます。／

10それでは次に、

（え一と、）その電照栽培をするための栽培計画をしたいと思い

iますか・／（え⇒（まだ・）（で・）po栽培計画を（する・）するんですけれど
iも・、／PAなぜ栽培計画が必要だと思いますか？／

｛

PA誰か分かる人？／PA栽培計画が必要だと思う人？／PA誰か分かりませんか？
／POないようたったら当てて見たいと思います。／PAまず一つに、作業を忘れた、

｛

1栽培計画をちゃんと立てた人？／

PRその、時期的にすべき物、の、作業を忘れたりする、遅れたりする事がないって
1事ですね。／10二番目に、 （え一と、）しざいや、肥料などを前もって準備出来る
って事て、教科書を見ると、鉢上げする時の鉢や、後」鉢がえをする時に大きな鉢に
1変えまずね・／P・そういう事・などが・しざいですけれど・それや・後・肥料なん
レ

1かが何時、何時の時期に何の肥料がいるか計画表を見ればすぐに分かるという事です。
・〆10もう一つは、栽培が終わってから反省の時に役立つって事で・／
PO終わった後でも栽培計画表が残っていれぱ、

（え、）今、して来た事も、

（さい、

1） （あの、）計画されてあるので、書いてあるし、又今度使う時なんかも役に立つと
言う事です。／10では、 （え、）栽培計画表の内容を見て行きたいと思います。／

l
lPO96ペーシの3表を見て下さい・／（え一と・）PO栽培計画表の内容ですけれ
ど、まず栽培計画表には、目標を立てます。／PO何を、どういう栽培目標で栽培を
図1

（2）接続関係カテゴリーの付加された授業データ（その2）
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するって事、で、目標を立てます。／

10それから準備をする物、を、書いて置きますね。／POまず犬事な物はその、品
種ですね。／POそれから（書いてある、）書いてありますけど、用土、養分、農薬一、
しざい、肥料なとです。／・

PO農具なんかは、

（え、）広く、一般に使われている物を用意した方がいいと思わ

れます。／PO後、農薬は、殺菌剤や殺虫剤など：を用意します。／POここには、マ1
ラソン剤と書いてありますね。／（え、〉

PO肥料なんかは、

（え一と、）肥料はやる時に、

（あの、）便利で清潔な物をやり

ます。／10て、後、栽培の仕方ですけど、／PO栽培の仕方を、 （んん、）作業、
順に追って表に書いて行って、液なども書いときます、／POで、方法も書いて置き、
ます。／

（ん一と、〉POでは、この、

（栽培表を、）計画表を参考にして、あの、栽培の仕

方から入って行きたいと思います。／（えとね、）
10栽培を、 （栽、〉 （え、）一番最初にする時にするのは、さし芽と言いますね。、

／（え一ど、）POさし芽をFするんですけど、
初に、さし芽をするかって、

（え、〉栽培をする時に、なぜ一番最

（って）事で。／

PAなぜ、さし芽をするんでしようか？／PA分かる人？／PAさし芽をする理由？
／PA分かる人いませんか？／PAいませんか？／PO岡本君。／
PAさし芽をする理由？／PAなぜさし芽をする？／PA何のために？／
＜岡本＞PR分かりません。／
（T）PO分かりません。／POはい、いいです。／PO福田君。／PAさし芽をす
る理由？／

＜福田＞PR分かりません。／
（T）PR分か々）ません。／PA三浦君。／
＜三浦＞RR分かりません。／

（T〉PA誰か？／POはい。／
〈s1〉PR僕は数をふやすためにするんだと思います。／
（T）POはい、そうですね。／PO数をふやすためにさし芽をするんですね。■
（え一と、〉10（その、）ふやすという目的なんですけども、ふやすと言う物が第
一番目の目的ですね。／POそのふやし方というのが色々あるんですけど、／
（え一と、）PO（その、）キクの場合は無性繁殖と言って、無性繁殖によって、親
と、

（同じ物、）同じ品種の苗を作ると言う事ですね。／IA無性繁殖というのは分

かりますか？／

くs1〉PR受精させんで一…。／
（T〉POそうですね。／PO受精させないで（その、）個体からどんどんこう、大
きくなって行くと言う繁殖の仕方ですね。／

FAそれからさし芽をする理由って他に？／
図1

（3）接続関係カテゴリーの付加された授業データ（その3）
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PA病気や害虫に侵されない丈夫な苗を育てるっていう目的、／
10理由と言うか、目的ですけど、／FAはありませんか？／（え一と、） （さし芽
．を1する、のを、〉

10さし芽をしてふやす物に、
1少し

（他に、）

（他にも、）他にもありますので、それを

挙げて行きたいと思います。／

、POベコニアやカーネーションやサルビアなどと言った物もさし芽で、ふやして行き

ます。／POふやす事が出来ます。／
10では、そのさし芽をする時に、

（え一と、）用土が必要ですけど、／ぐえ、）

PA良い苗を作るための用土は、って言うのはどういう条件を、備えた用土が良いと

1思いますか？／PA良い苗を作るための用土の条件？／PO田代君。／
＜田代＞（え一と、）IR川砂。／
（T）（んと、）POその条件を、（こ、） （え、〉兼備えた物が川砂なんかいいん
ですけど。／（え一と、）FA川砂にはどういう条件が備わっていますか？／PA分
／かる人？／

〈s1＞PR水の通しがいい。／
（T）POそうですね。／PO水や空気。／PO水分や空気の通りが良いと言う事で
すね。／

正A他にありまぜんか？／POはい。／
＜s2＞（え一と、）PR塩分がない。／
（T）PO塩分がない。／POはい。／（え一と。）PO塩分とか、後肥料分ですね。
／

IA他に、ありませんか？／PA渡辺君？／PA他に、良い苗を作るための用土の条
件としてありませんか？／

＜渡辺＞IRあんまり、ある場合小さくしていけない。／
（T〉PA粒？／
＜渡辺＞PRいや。／

＜s3＞IOはよ、いわんね。／
＜渡辺＞（え、）

（水を、）FRつまり一番初めです。／

（T〉FOはい、西本君。／PA他に何か？／
＜西本〉PR彼と同じで、全くありません。／
＜『s5＞POはい。／

（T〉POはい。／
＜s5＞（え一と。〉IR根が伸やすい。／
（T）PO根が伸やすい。／（板書するのを途中で止める）FO根が伸やすい、って
言う事は、

（これ、〉これらの条件を満たしていれぱ根が伸やすいって事ですね。／

（え一と）POこれらの条件。／（え一と）PO書くし〜…。／
PR後、水保ちが良いとか、衛生的であると言う事などが、条件として挙げられます。
図1

（4）接続関係カテゴリーの付加された授業データ（その4）
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／10では、これらの条件を満たしている物として、 （え、〉良い苗を作る、ための
（さっきあった、）さっき言ってくれた川砂とか。／

用土としては、

POこういう物が、用土として適しています。／
10後、さし芽。／POこれらの土を入れる（箱、〉箱ですけど触…。／（さし芽箱
ですけども、）POその用土を入れる箱には、色々あると思いますけども、／（え、）
PO木とか発泡スチロールとかブラスチックなどがあると思います。／
10まず（木箱の、〉木箱でした場合に、 （え一と、）木箱に、用土を入れた場合ぐ
木箱の特徴として〜…。／（え、）PO木箱、の、特徴として温度は保てる。／
PO水も保てるって事ですね、木箱に入れた場合。／（え、〉
PO発泡スチロールに、した場、発泡スチロールで箱にした場合は、 （え一と、）温
度が保てるのは上と一緒ですけど、発泡スチロールの場合は、断熱性がいい、 （いい）

と言う事ですね。／POで、用土の中の温度を一定に保てると言う事です。／（え、）
POプラスチッケにした場合には、

（え一と、）保温性や保水性は悪い、っと言・う．事

ですね。／（温度や、）PO温度は保てないし、水などもすぐ下に一…、って言うわ
けてすけども、／

POプラスチックで良い事は、耐用年数が長い、長持ちするって言う事です、 （だけ
ども。）／FOで、さし芽箱にするには木箱が一番適していると、思われます。■
PQ木箱でさし芽箱を作ったら、 （え一と、＞良い、苗が、 （育つ、〉育ちやすいと
言う事ですね。／（んと、）

10次に、さし芽の取り方ですけども、／PO本、 （え、）97ページを見て下さい。
／P（）97ベージのさし芽の仕方の所に・（え一と・）折り取り法と切り取り法とあ1
ります、ね。／（え、〉PO折り取り法と、折り取り法の方を見ますと、／
（え一と、）PO先の柔らかい所、葉を4、5枚つけて折り取ると書いてありますね。ゼ
／POそして、 （さし芽する、）さし芽する時には、その、上の（4、5枚を、）4、、
5枚つけて折った内の、下の方の葉っぱを、1、2枚取って、／（え一と、）

POその1、2枚を、（水に、〉水に浸して置きます。／PO浸す時間は1、2時問
ですね。／PO水を吸収させるためです。／（え一と、）

（折り取、〉PO折り取り、

法はそれてすね。／

PO切り取り法の場合も、一緒ですけど、

（え一と、）ナイフを用いて切ってますね。

／POナイフを用いて、同じく4、5枚、 （葉っぱを、）葉っぱを残して、
）上の方の葉っぱを残して、 （え、〉切りますナイフで。／

（上の方、

POその時にナイフは、茎に直角に切ると書いてあります。／POそして、

（その切、

り取り、）
は、

（切り取り法で入れた、）切り取り法で取った方の、

（え一と、）さし芽

（え、）書いてありますけども、／

PO用土を入れた箱に（茎が、）茎が傷つけないようにさし芽るんですね。／
10時問か来ましたので今日はこれで終わりますが、／FOこの次はさし芽の手順か
ら、次に入りたいと思います。／IO終わります。／
図1

（5）接続関係カテゴリーの付加された授業データ（その5〉
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学

学

習

指

導

77

案

校：附属中学校

年組：3年1組（男子45名）
教

科：技術・家庭科（技術系列）

授業者：教育実習生

1．題材

秋ギクの栽培

2．授業の視点
本時は，先のアサガオの遮光栽培と比較しながらて秋ギクの電照栽培を学習する。そ
のために，まず秋ギクの性質を充分に知り，

また電照栽培をすることの有益な点を知

らせ，栽培計画をたてる。秋ギクの栽培で，

この時期に行う作業であるさし芽の作業

を学習させる。

3．目標

秋ギクの電照栽培について方法，長所がわかることを目標とする。

4．目標分析

ア：秋ギクの開花に関する性質が指摘できる。

イ：秋ギクのふつう栽培と電照栽培とを比較して電照栽培の長所をあげることがで
きる。

ウ：栽培計画の必要性を指摘できる。

エ：栽培計画表の必要項目をあげることができる。

オ：さし芽をする理由，用土条件，さし芽箱の特徴をあげることができる。
カ：さし芽をし，その後の管理の仕方が理解できる。

G

イ ← ア
〆
←一ウ ←一工
＼ カ ←一 オ
図2．（1）授業例の学習指導案（その1）
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5．過程

目標学習の展開

学習内容

ア

秋ギクの開花に関する性質について。

秋ギクの性質について

日長時間，気温といったところから花芽分化の始る時期
や開花時期を学習する。

イ

秋ギクのふつう栽培と

秋ギクのふつう栽培と電照栽培との比較したものをTP
で見せて電照栽培の有益な点を発表させる。

電照栽培の比較
ウ

栽培計画

なぜ栽培計画が必要なのかを考えさせる。

工

栽培計画表の内容

計画表には何をどのように書けばよいのかを教科書を見
て，計画表の内容形式を知らせる。

オ

さし芽をする理由

さし芽をする理由を考えさせ発表させる。

オオ

無性繁殖（さし芽）特徴を説明。

さし芽の用土の条件

よい苗をつくる用土の条件をあげさせる。

さし芽箱

木箱，発泡スチロール箱，プラスチック箱などの特徴を
比較する。

カ

さし芽の取り方

折りとり法，切りとり法。

さし芽の取り方をTPで説明する。

カ

さし芽後の管理

さし芽をした後，日照，かん水をどのようにしていけば
よい苗が育つかを学習する。。

まとめ

図2．（2）授業例の学習指導案（その2）
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ここまでの段階では，日本語ワードプロセッサを用いて行なうが，以後の処理のために
このデータをBA

2．3

BA

S

I

Cファイルに変換する。

文単位での切り出し

S

I

Cファイルに変換された授業データは，文単位に切り出され，次のような属性

を付加してシーケンシャルファイルとして登録される。
﹁⊥2り04

2．4

教師または生徒の区別

教師または生徒の別による発言番号

第1カテゴリー
第2カテゴリー

構造化逐語記録の作成

上記の（1），（2），（4）の属性をわかりやすく表現するために，表2のように英数字5文字（以

下属性コードとよぶ）で表わす。次に（3）の属性（第1カテゴリー）については表3の規則
に従い2次元的に表現し，属性コードの左または右の大きく空いた方に逐語記録から切り
出された文を記入する。（構造化逐語記録）。図3は授業例（図1〉の構造化逐語記録である。

表3。構造化の規則

表2．属性コード
記号：

文字目：英数字

と

規

則

その意味

P：直前の属性コードの下に記入（た
1

：T（教師），

S（生徒）

2〜4：発言番号（3桁）
5

：A（発問），

・（その他）

R（応答），

だし最初の属性コードの場合は最
左部に記入）
N：記入する場所はPと同様であるが，

Pと区別するために，属性コード
の左に・・〈・を付加する。

1：直前の属性コードのある位置より
右に単位長シフトして記入する。

F：直前の属性コードのある位置より
左に単位長シフトして記入する。

3．考察

まず，構造化逐語記録を作成するために要する時問について考察する。作業全体のうち
でもっとも時間を必要とするのは，逐語記録を作成する場合と分割・カテゴリー化である。

この作業は日本語ワードプロセッサー（ワープロ）を用いて行なうので，データ入力者の

計算機に対する（特にキーボード）の習熟度が大きく関係する。今回のデータ入力に際し

ては，ワープロを利用して1年程度の学生が行なったが，この時に要した時間は，1授業
あたり2から3時間程度であった。技術科の場合（50分）多くても10，000文字程度（平均
は6，000文字）であった。分割・カテゴリー化に要する時間は，逐語記録を作成する時間よ

りも短かかった。表4に構造化逐語記録の作成に要する時問をまとめて示す。
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F3TCO1．SEQ
この問はアサガオの遮光栽培を今 勉強していると思いますけど・遮光栽培と言うのは、光を遮って、（え一と、）日長時問を短くするために使う物です。
反対に、（あの、）日長時問を伸ばすために、電照栽培という物があるんですけれと．
その勉強をしたいと思います．
その勉強と言うのは、（あの、）秋ギクの栽培によって行ないたいと思います。
秋ギクの栽培について、教科書96ベージを開けて下さい。
秋ギクについて、開花の性質を挙げて見たいと思います。
まず最初に、秋ギクの開花に関ずる性質と言うのはまず、秋ギクは短日植物と雪う事てす．
二番目に・（え・）日の長さが13・5時同以下・濃度が15度以上になると・（え・）花芽の分花が始まります。
三番目に花芽の時朋は8月の中旬から下旬にかけてです。
四番目に（え一と、） （あ、）秋ギクは（花芽を、） （花芽を、）花芽が始まった後608で聞花します。

T662。

T603

Too4・
TO臼5・

TOO6・

TOO7
T608
Tの09
丁引6・

これらの事から・秋ギクと言うのは・菅適栽培によると・まず5月の中旬ごろにさし芽をして（10月の、）れ）月から11月にかけて間花します。
10月から11月にかけて閤花するので秋ギクと言うのね。
では、（えと、）教科書の96ベージ、を、見て下さい。
秋ギクの敏培って書いてありますけれとも、（え一と・）17図に、昔通栽培と電照絞培の比較がして書いてありまずね。

TO1卜
丁012・
TO塵3・

TOI4・

そこを見て下さい。

TO量5・
TO置6・
TO

i7・

TO18・

丁田9

TO20

Tの2レ

TO22
TO23A
TO24A
T625A
Ta26A
TO27A
SのOlR

TO28
T629

菅通栽培の方は・5月の・（ろ・）中旬にさし芽をして、それから、（え、〉鉢上げ、適しん、誘因、鉢がえ、なとをして行って、
それに対して（さし芽、〉電照栽培と言うのは、さし芽が、（えと、）7月の上旬になっています。
これは・（え一と・）電曜栽培と言う事で・（あの・）さし芽の時賜を運らせて・遅らせて、（え一と、〉聞花を、（え、）12月から且月にかけて行なう
電躍栽培は、なぜ電照敏培を、
普通栽培てなくて、
なぜ電留栽培をするかと言う事で、
電照栽培をすると言う事は何らかの長所があると思われるんてすけれとも、
とういう長所があると思われますか？
分かる人？

誰かありませんか？
電昭栽培の長所・電照栽培をする事によって何か、（んと、）利益がある。
その利益とは何でしょうか？
（んと、）時期を遅らす事によって、 （こう、）その季節に食ぺられるようにする。
キク栽培だけだったら10月から1蓋月にかけてしか、（え一と、）見られないんですけれとも、
その電照栽培をする事によって・（お正月とか・）お正月とかに（キクが、）キクを飾ったりとか、そういう事をするために、（え、）時
丁039A
他にありませんか？

TO3iA
TO32A
TO33A
TO34R

他に？
長所？
ないですか？

この他に挙げて見ると・（え一と・）（値段の・〉埴段の話になるんですけと、（え一と）もし、（晋通、）普通裁培て、裁培て
それを、 （え、）12月から1月にするフて言う事で、
これ調ぺて見ると、一個が10円未満で出来ると言う事で、
丁臼37・
それは・花は一本10円なんかで売ってないので、作る方が利益として、電昭栽培だと高く売れると言う事てすね。
他に、思いつきませんか？
Tの38A
後一つは・（え・〉（電照栽培なん、）電昭栽培て、12月から1月にかけて、間花させよう、聞花させようと、します
TO39R
昔通栽培、で、後、（聞、）開花を送らせるために、（え、）化学肥科なんかを使ったりする事もあるんですけれとも、
T640R
その化学肥料なんかを使った場合に、（え一と、〉（奇形、）（キ、〉キクの奇形なんかが出来たりして、
TO4卜
ちゃんとした、（え、）その（同ひ、）同じ品種のキクが出来ない場合があるので、そういう場合に、電凹栽培の方が．
丁042R
このような長所があります。
TO43・
丁臼44・
それては次に、（え一と、）その電昭栽培をするための栽培計画をしたいと思いまりが、
栽培計画を（する、〉するんてすけれども、
TO45・
なぜ栽培計画が必要だと思いますか？
Tの46A
誰か分かる人？
T947A
栽培計画が必要だと思う人？
TO48A
誰か分かりませんか？
TO49A
TO50
ないようだったら当てて見たいと思います。
T951A
まず一つに・作業を忘れた・栽培計画をちゃんと立てた人？
TO52R
その・時朋的にすぺき物・の・作業を忘れたりする・遅れたりする事がないって事てすね
TO53。
二番目に・（え一と・）しざいや・肥料なとを前もって輪出来るって事て、教袖蜆ると鉗 ，
ぞろいう事・かとが・しざいてすけれと・それや・後・肥料なんがが何時、何時の崎期、こ何》・艶科伊、
TO54・
もう一つは、栽培が終わってから反省の時に役立つって事で、
T②55
丁臼56・
終わった後でも栽培計画表が残っていれぱ、（え、）今、して来た事も、（さい、 ）（あの、 →
TO57・
ては、 （え、）栽培計画表の内容を見て行きたいと思いまり。
TO58・
96ベージの3表を見て下さい。
TO59
栽培計画表の内容ですけれと、まず栽培計画表には、目標を立てまず。
τ臼6の・
何を・とういう栽培目標て栽培をするって事、て、目標を立てま1。
OG2それから準餓をする物、を、書いて置きますね。
TO61・
063，まず大事な物はその、品種ですね。
Tの62・
の64：それから（書いてある、）書いてありますけと、朋土、養分、 →
TO63・
065：農具なんかは、（え、）広く、一般に使われている物を周童し →
TOl，4・
OG6 後、農薬は、殺菌剤や殺虫剤などを用琶します。
TO65
067ここには・マラソン剤と書いてありますね．
T 与66
068て、後、栽培の仕方てすけと、
TO67
069敏培の仕方を、（んん、）作業、噸に追って表に書いて行って、液なと →
TO68・
TO35・

Tの36・

070；で、方法も書いて置きます。

97ぴては、この、（栽培表を、）計画表を参考にして、あの、載培の仕方か →
072：栽培を・（栽・）（え・）一番最初にする時にするのは、さし芽と言いますね。
073；さし芽をするんてすけと、（え、〉栽培をする時に、なぼ一番最初に、さし芽を
674 なぜ、さし芽をするんてしょうか？
075．分かる人？
076 さし芽をする理由？
の77 分かる人いませんかワ
0！8．いませんか？

『61け
T

，7i

lo72・

TO73A
Tl，74A

1呂15A
1凹76A
TO7〆A

079岡本君。

TO78
T679A
Te80A
To81A
SOO2R
TO82
Tの83
T384
TO85A
SOO3R
TO86R
TO81A
TO88A
TO89

08臼．さし芽をずる理由？
081：なぜさし芽をする？
の82：何のために？
083，分かりません。

臼84分かりません。
085はい、いいてす。
の86

TO69・

福田君。

藍｝87さし芽をする理由ウ

088分かりません。
089分かりません。
ogo：三浦君。
091，誰かワ
092ゆこまい。

093．僕は数をふやすためにずるんだと思います。
094。はい、そうてすね。
095：教をふやすためにさし芽をするんですね。
096：（その、）ふやすという目的なんですけとも、 ふやすと言 う物が第一・番目の目的でずね．
097．そのふやし方というのが色々あるんてすけと．
096・（その、）キクの場合は鉦性繁殖と言って、癌性繁殖によって、親と、（同じ物、 ）同じ 一り

099，櫨性繁殖というのは分かりますか？

s臼04R

TG9弱
丁09レ

TO92
丁

，93

TO94

100：受精させんで一…。
10且：そうてすね。

T695A
sのG5R

茎の2受精させないで（その、）飼体からとんとんこう、

T臼9〔｝

大きくなって行くと言う繁殖の仕方てすれ。

10ヌそれからざし芽をする理由って他に？
田4：病気や害虫に侵されない丈夫な苗を育てるっていう臼的．
田5。理由と言うか、目的ですけど、

τの98A

T

T69！

gqA
丁重の6・

図3．（1）第1次の構造化逐語記録（その1）
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106：はありませんかワ

l67，さし芽をしてふやず物に、（飽に、〉（飽にも、）他にもありますので、それを少し挙げて行きた
田8・ヘコニアやカー才一ンヨンやサルビアなとと言った物もさし芽で、ふやして行きます。

一り

川9：ふやす事が出来ます。
U臼：ては、そのさし芽をずる時に、（え一と、）用土が必要てすけと・

丁置0！A

TIO2・
TlO3・

丁田車
丁畑5・

I

I1良い苗を作るための用土は、って言うのはとういう条件を・備えた用土が良いと思いまずか

l

l〜良い苗を作るための用土の条件ワ

ン

T1σ6A

TlO7A

EB田氏召p

T田e・

H4川砂。

SOO6R

U5その条桝を、（こ、）（え、）兼慌えた物が川砂なんかいいんですけと。
116川砂にはとういう条件がII制）っていまサか？
ロ】7分かる人？

n69
THOA
TU1A

8ノ五σ）通しカていい。

SOO7R

l09・そうてずね。

TU〜

1〜 水や全気。
1朗 水分や空気の通りが良いと『∫っ纂てヨね。
133他にありませんかリ
l〜君はい。

TH距
Tl l4

I24

TI

jsA
TUG

ユニ…分がない。

SOO8R

l〜駄塩分がない。

Tn7・

口〜6

T1ξ8伊

こよも、。

127畢塩分とか、後肥料分てすね。

TUg

l〜8。他に．ありませんか9

丁盈26A

l29『〜度辺君9

丁且21A

！弼他に、良い前を的るための用上の条件としてありませんか？
Bドあんまり、ある場合小さくしていけない。
B2．粒
133

T122A

いやσ

SO［2R

136ーこよい、 西本喬。
1379他ここf可力〕ワ

SOl3R

l39，はい。

SO！4

Pよし、。

丁旦26

5815R

141根が伸やすい。
142根が伸やすい。

T監27・

143：根が伸やずい、って言う事は．（これ、）これらの条件を満たしていれぱ根が伸やすいって事ですね。
144ここれらの条件。

Tl28
Tl29

置45．書くし〜

TI3の・

146・後、水保ちか良いとか、衛生的てあると言う事なとが・条件として挙げられます。
l41：ては、これらの条件を満たしている物として、（え、〉良い苗を作る、ための用土としては、（さっきあった、）さっき言ってくれた →

Tl31R

T！32

適していますσ

T13、ヌ

T134・

t49辱従、さし芽。
15 うこれらの士を入れる（筍．）箱ですけと〜・。
151＝その用fを人れる箱には、色々あると巴いまずけとも、
汚2 木とか発泡ス1ロールとかフラステノクなとがあると巴います。
i5〕＝まず（木箱の、）木袴てした場合に、（凡一と．）木箱に、用士を入れた鳩合、木箱の特徴として〜
15駁木籍、の．特徴として温度は保てる・
155噺小も保てる，て事てずね、木箱に人れた場合。

156発泡スチロールに、した場、発泡スチロールで笛にした場合は、（え一と・）温度が保てるのは上と一緒ですけと・発泡スチロールの場合は・断麟性が
157て、用｛．の中の温度を一定に憬てると言う事てす。
158フラス1ノクにした場合には、 （え一と、）保温性や保水性は悪い、

159湛度は保てないし、水なともすくFに一

115

i

B8

TBg
T140
→

η41

T142
TI43
『144・

（だけとも。）

承を吸収させるためてす。

112折り取り法はそれてずね。

1阿』｝イフを用いて・同しく4・5枚

TB6

）と言う事てすね。

162木箱てさし芽箱を作ったら、（え一と、）良い、苗が、（育つ、）冒ちやすいと言う事てすね。
16丁次に、ざし芽の取り方ですけとも、
164●本、 （え、）97ベージを見て下さい。
16597へ一ゾのざし芽の仕方の所に・（え一と・）折り取り法と切り取り法とあります、ね。
166：所り取り広と、折り取り法の方を見ますと、
！67先の柔らかい所、葉を4、5故1つけて折り取ると書いてあ ？まずね。
lG8そして、 （さし芽する、）さし芽する時には、その、上の（4、5枚を，）4、5枚つけて扮った内の、下の方の葉っばを、1、2枚取・）て、
169，その1、2枚を、 （水に、〉水に浸して置きます。
1耐『浸ず時問は1．2時問ですね。
1月切り取り証、の場合も、一一緒てずけと、

T135

TI37

・って言うわけてすけとも・

16卜⊃・フフスアノ〉て良い事は・耐罵年数が長い、長持ちするって言う事てす、
1〔，1・て、さし芽箱にずるには木箱が一番適していると、思われます。

ロハ

Smト

Ti24
Tl25A

B8，彼と同して、全くありません。

148噺ころいう物か、用量．として

S四9R

T123A
SO10R

ン

B4『はよ、いわんね。
B5つまり一一番初めてす。

14旧

81

（え一と、）ナイフを用いて切ってま

ね。

（葉っはを、〉葉っはを残して、（上の方、）上の方の菓っばを獲して、（え、）UIりますナイフて。

その日をにヲイフは、茎にし奄角に切ると書いてま〜りま1。

016そして・（その切り取り・）（切り取り法て入れた、）切り取り伝て取った方の・（え一と、）さし芽は、（え、）書いてありますけとも、
1！！用Lを入れた穂に（冨が、）茎が傷つけないようにさし芽るんですね。
1／8時間が来ましたのて今日はこれて終 ）りますが、
17q・この次はさし芽の手順から、次に入りたいと思います。
18 終わります。

図3．（2）第1次の構造化逐語記録（その2）

T04r
Tl46・

T147

Tl48・

TI49

τ且50・
丁監5卜

Tl52
TI53
1154

Tl55
Tl56
1157・

TI58
τ15【l

T里60
丁且61

116〜
Tl64

臼6趨

1165
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表4．構造化逐語記録の作成に要する時問

12QJ

逐語記録の作成（計算機上のデータ）

2〜3時間
2時問程度

逐語記録の分割，カテゴリー化
計算機処理
・文単位での切り出し

5〜10分程度

・構造化逐語記録の印刷

5〜10分程度

図3の構造化逐語記録における属性コードの位置について注目すると，左上から右下の
方へ流れる様子がパターンとして認められる。このパターンは，いわば分析者が授業の展
開について認識している状態を視覚的に示すもので，各文の接続関係をミクロに観察して
得られた情報を2次元パターンとして表示されたものである。プリンタから出力される

構造化逐語記録はB4サイズで4枚程度の大きさである。これを縮小しパターンとしてグ
ラフィック表示したもの（構造パターン）が図4（1）である。構造パターンからは，構造化

逐語記録にみられるような発言文までを読み取ることはできないが，授業の全体的な流れ
を視覚的に表現できるので，構造化逐語記録とともに授業の展開を知る上で重要な資料に

なるものと考えられる。また，図4（2）は図4の結果を見てカテゴリーの修正を行ない再度
処理を施して得られた構造パターンを表示したものである。両者は，各部で異なっている

が，分析にたずさわった教育実習生の授業の展開に対する認識が変わっていったことがわ
かる◎

1

F3TCO1．SEQ

町1■

■

■−
剛

■■闘

㌧

■聞

覧一

F3TCO1．REP

＝

ロ■
（1）第

1

次

（2）第
図4

2

；■

1一

指
≡…一

次

授業の構造パターン

4．おわりに
本研究の目的は，パーソナルコンピュータを用いて対話的に接続カテゴリーを入力する
ことにより，分析者の授業展開に対する認識の状態を視覚的な情報として表現できる手法
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を開発することにあった。さらにこれを実現するためのソフトウェアが一応の完成をみた。

現在までに処理された授業数（技術科）は，10例であるが，面接により分析者（教育実習

生）とこの手法について討論したところ，授業記録を観察する際の視点の持ち方や授業観
の把握に対して効果があったようである。今後はこの手法の評価について実証的に研究を
進める必要がある。

国語学研究事典によれば，文脈は順接，逆接，転換，添加，対比，同列，補足，連鎖（市

川孝）などに分けられる。しかし，現時点の構造化逐語記録は，P（順接），N（逆接），1
（転換・割り込み）しか表現されていないので文脈を表現するまでには至っていない。今

後の課題としては，Pとしてまとめられたものを1つのグループとし，各グループの関連
構造をマクロな立場で観察・記述することによりシリアルな構造から，パラレルな構造に
発展させ，市川孝氏のいう文脈の分類に近づけることを考えている。同時に，市川孝氏に
よる文脈の分類のつち逐語記録の把握にとって重要なものを吟味し，構造化逐語記録に反
映させるための基礎研究も必要である。

最後に，本研究を推進するにあたって多大な協力を戴いた，本学部附属中学校の岸川忠
之教諭，迎憲二教諭，および東京学芸大学大学院生の本多満正君に感謝いたします。
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