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Ⅰ. 熟達 した書き手の推融方略

作文を推敵する際,熟達した書き手は,単文レベ

ル以上のマクロな問題点や意味レベルの誤りに注意

し,熟達していない書き手はマイクロな問題,例え

ばスペリング,語法など機械的な部分に注意を取ら

れているということは,様々な先行研究が明らかに

しているところである (Stallard1974;Perl1979;

Sommers1980;Zamel1983;Hayesetal.1987;青木 ･

本岡 1989)0

たとえば,Stallard(1974)は英語を母語とする

12年生の書き手のうち,単文レベル以上に注意を

払っているのは3%以下であると報告しており,ま

た Perl(1979)も熟達していない書き手の推敵は,

ほとんど"suぬcee汀Or-hunting"に終始しており,ア

イデアを組み替えるなどの柔軟性が欠けていると述

べている｡さらにSommers(1980)は,熟達した成

人の書き手は,読み手を意識しながらさまざまなレ

ベルでの推敵を行うが,大学生の書き手は推敵を単

なる語嚢レベルの"rewordingactivity"としか捉えて

いないとしている｡また,FaigleyandWi仕e(1981)

ち,すべてのレベルにおいて,熟達した書き手のほ

うが多く推敵しているが,書いたものの内容を大き

く変えるようなマクロレベルの推敵において,熟達

していない書き手との違いが特に顕著に現れたと報

餐

莱

察

に

献

告している｡

これら母語における作文研究と同じく,英語を外

国語あるいは第2言語として学習している者を被験

者とした研究でも,同様の結果が得られている｡例

えば,Zamel(1983)は,ESL大学生の書 く過程を

観察し,熟達者はより多くの推敵をするだけでなく,

談話レベルや,意味に関する推敵を行ったことを報

告している｡

また青木 ･本岡 (1989)ち,日本人大学生の英作

文推敵を調べた結果,作文の上手な大学生はより意

味的な推敵を行い,上手でない書き手は表面的な推

敵を行っていたと述べている｡

Ⅱ. 推鼓方略教授

このようなgoodwritersとpoorwritersの推敵の

違いに関する先行研究をもとに,goodwritersのマ

クロレベルの推敵方略を,poorwritersに教授しよう

という試みが多 くなされてきた (Scardamaliaand

Bereiter1983;WallaceandHayes1991;Aokiand

Motooka1990;Aoki1991)0

たとえば,WallaceandHayes(1991)は,38人の

大学生の書き手を2つのグループに分け,マクロ,

マイクロ両方の誤りを含んだテキス トを推赦させて

いる｡その際,統制群には単にテキストをより明確

に,読みやすいものに,そして誤りのないものにす
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るようにとの指示を与え,実験群には10分程度,good

writersとpoorwritersの推敵の違いを教授した｡そ

の紘果,実験群がより多くのマクロレベルの推敵を

行い,また推敵後のテキストの質も向上していたo

AokiandMotooka(1990)は日本人大学生134名を

対象に,彼ら自身が書いた作文を一週間後に推赦さ

せる調査を行った｡統制群には単にテキストの良く

ない箇所を訂正するよう指示し,実験群には小さな

スペリング等の誤りよりも,特に意味的な誤り,つ

まり意味的にわかりにくい箇所に注意を払うように

指示した｡推敵後の作文を採点した結果,実験群の

作文が質的に統制群に優っていることがわかった｡

さらに,この指示はgoodwritersよりもpoorwdters

により効果があることが判明した｡

これらの調査から,マクロレベルの誤りに注意を

払って推蔽するというgoodwritersの推敵方略を教

授することは,poorwritersの作文過程や作文の質の

向上に寄与するということが言えるであろう｡

Ⅲ.TopicalStructureAn alysis

説明文や意見文といった作文をマクロレベルで推

敵するということは,目的にかなった書き方になっ

ているか,主題は明確か,話の展開は論理的か,意

味の不明確な箇所はないかといったことを点検し,

もし問題があればそれらを修正することを意味する｡

その中でも話の展開やつながり,つまりcoherence

の善し悪しは,作文の質の評価やまた読み手の理解に

大きく影響する｡近年の作文研究において,Coherence

をいかに高いものにするかという試みが,テキスト

言語学の成果を利用して行われるようになった｡

Coherenceを分析する方法はいくつかある (Clark

andHaviland1977;I.autamatti1987;McCagg1990;

Bardovi-Harlig1990)｡この中でもI.autamattiの開発

したtopicalstructureanalysis(以下,TSA) は作文

教育の場で最も広く用いられているものである｡な

ぜなら,McCagg(1990)は作文の分析より,テキ

スト理解の研究に適した分析方法であり,Bardovi-

Harlig(1990),ClarkandHaviland(1977)は,文と

文のつながり,比較的localなcoherenceに焦点を

当てているoそれに対して,I,autamattiの TSAは

localだけでなく,globalなCoherence,つまり各文

のサブトピック同士のつながりだけでなく,談話全

体のトピックとの関係も分析対象としている｡また

分析が比較的容易であるという点もあって,TSAは

作文教育でよく利用されているのである｡

TSAはtopicalstmctureとtopicalprogressionとい

う2つのタイプのテキスト構造を分析する｡前者の

分析は,文の主語, トピック,そして ISE (initial

sentenceelement),つまり文頭の語,これら3着の

一致の度合いをみるものである｡この分析はテキス

トの読み易さの分析に役立つ｡これら3つの要素が

すべて一致しているほうが,より読みやすいものと

なる反面,この構造が続くと,単純で多少稚拙な文

章という印象を与える｡

後者のtopicalprogressionはセンテンス トピック

の意味的つなが りをみるものである｡Lautamatti

によれば,テキス トには 3つのタイプの topical

progressionがみ られるという｡ 1つは p̀arallel

progression'で,もう一つは s̀equentialprogression',

そして èxtendedparallelprogression'である｡

Parallelprogressionは同じセンテンス トピックの

連続を意味する｡つまり,続く文の トピックが,そ

の直前の文のトピックと意味的に同一のものという

構造である｡ここでトピックについて簡単に述べる

と,文をトピックーコメントという構造からみた場

令, トピックとは,その文の主題,つまりその文が

なにについて書かれているかということである｡そ

して,コメントはそのトピックについて,なにが述

べられているかというものである｡注意すべきこと

は,トピックは必ずしも文の主語と同一のものでは

ないという点である｡

Sequentialprogressionは,続く文のトピックが,

直前の文のものと意味的に異なるという構造である｡

例えば,前の文のコメントがつぎの文のトピックにな

るといった関係である｡Extendedparallelprogression

とは,sequentialprogressionのあと,文のトピック

が,直前ではなく,いくつか遡った前の文のトピッ

クと意味的に同一のものを指し示すという構造を意

味する｡

TSAでは,これら3つのタイプのtopicalprogres-

sionを図式化し,そのつながりを分析する｡つまり,

parallelprogressionの場合は,前の トピックの真下

に配置し,sequentialprogressionの場合はすこしイ

ンデントして配置する｡そして extendedparallel

progressionは,sequentialprogressionのトピックの

後,指し示す トピックと同じ箇所に配置する (図1

参照)｡

TSAを用いて通常の長さのテキス トを分析し,ダ

イアグラム化 したものを示すと,次のようになる

(図2)｡横軸にある topicaldep血 は,sequential

progressionによりどれほど深く話題が展開していっ
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Parallelprogression(Sam ple1)
(1)Chocolatesareanationalcraving.(2)Recordsshowtheyaresoldlnhugequantltles-
ll.2poundspercapitalperyear.(3)Designerchocolatem ensellfornearly$30/lb.(4)
Itlsobviousthatthesecandlesare
1.Chocolates

erOnechoice.

2.they
3.Designerchocolates

4.thesecandles

Sequentialprogression(Sample2)
(1)ComputerInterviewsareusedbymarketresearcherstoassessproductdemand.(2)

erentproductsareanalyzed.(3)Forexample,peoplemaybe
askedaboutdetergents.
1.Computerinterviews
2. products
3. detergents

Extendedparallelprogression(Sample3)
(1)Bodylanguagevariesfromculturetoculture.(2)Tosayyes,Am ericansnodtheir
beasupan own.(3)Japaneseandltal1ansusethesamenodtosayno.(4)Body

3. JapaJleSeandltauans
4.Bodylanguage

ConnorandFarmer(1990:131)

図1 TopicalProgression

Sentence
No. l

1 humanlnfant

2 chlldren

3 chlld

4 chlld
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7

8

-
-
-
-
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比

TopicaldeDth
3

』i■コ
thishelplessnessi

anlmalS

■i■■】
9 1earnlnglanguage

10 humanbelllgS

4 5

■■ii】
thlsperiodof…

ConnorandKaplan(1987:99)

図2TSADiagram



176

たかという指標である｡この文章ではtopicaldepth

は4まで進んでいる｡

Ⅳ.TSAの作文教育への応用

上でも触れたように,TSAは作文教育において,

推敵方法として教授されたり,学習者の作文を分析

することに利用されてきた｡たとえば,Cerniglia,

MedskerandConner(1990)は,STAR (Studying

TopicalAnalysistoRevise)と呼ぶTSAの方法を教

えるためのコンピュータソフトウェアを開発してい

る｡これはコンピュータ画面上にテキストを表示し,

TSAを段階的に教授するプログラムである｡ただし,

表示されて分析対象となるテキス トは,あらかじめ

sTm で用意されたものであり,実際に自分自身の書

いたものや任意のテキス トを分析することはできな

いoCernigliaたちは,STARでの学習後,学習者た

ちが自分の書いた文章のCoherenceを分析できるよ

うになったと報告している｡

青木 (1997)は,学習者や教師が任意のテキス ト

を読み込んで,各センテンストピックとprogression

パタンを指定するだけで,自動的にダイアグラムを

描き,また各progressionの割合などを計算してくれ

るCOAN (CoherenceAnalyzer)というコンピュー

タソフトウェアを開発している｡COANはまた,ダ

イアグラム上でのトピックを移動させることによっ

て,原文のセンテンスもそれに従って移動するとい

う推蔽機能も搭載している｡さらに,日本人大学生

48名を対象に,COANを使ったTSAと,COANを

使わない ′ISAを英作文推敵に利用 したところ,

COANを使ったグループが文の組み替えを有意に多

く行い,また新たな文を付け足すようになったこと

を報告しているO

また,TSAを推蔽指導のなかに取り入れたConnor

andFarmer(1990)は,′ISAは初稿段階,つまりま

だ大きな変更が可能な段階に導入するのが最も適し

ているとし,訓練の後,生徒たちはセンテンストピッ

クをメイントピックに結びつけることができるよう

になったとしている｡具体的には,書いたものの焦

点がより明確になり,また各センテンス トピックが

適切に展開されるようになった｡また,評価の低い

作文ほどより多くのsequentialprogressionを含んで

おり,反対にextendedparallelprogressionはほとん

どみられなかったと報告している｡Connorたちによ

れば,多すぎる sequentialprogressionはメイント

ピックが十分に議論されないことを意味し,また

extendedparallelprogressionの欠如は,議論が完結

性に欠けていることを意味するとしている｡

また,Wi比e(1983a)は大学生の書き手に同一の

テキストを推蔽させ,その推敵後のテキストを分析

した結果,評価の低い作文ほどより多くの異なった

センテンス トピックを導入していることや,parallel

progressionや extendedparallelprogressionを深い

レベルのtopicaldepthで開始していることを発見し

ている｡つまり,評価の低い作文はメイントピック

から逸脱しがちであると指摘している｡

Wi仕e(1983b)も同様に,大学 1年生の書いた作

文のうち,評価の低いものは,高いものより多 く

sequentialprogressionを含んでおり,また parallel

progressionや extendedparallelprogressionはより

少ないことを報告している｡さらに,評価の低い作

文の平均 topicaldep仇は,評価の高い作文より深い

ということも述べている｡

しかし,SchneiderandConnor(1991)は,これ

らとは正反対の結果を報告 している｡TOEFLの

m (TestofWrittenEnglish)で書かれた作文のな

かで,評価の高い作文と低い作文を比較した結果,秤

価の低いものがより多くparallelprogressionを含ん

でおり,高いものほどsequentialprogressionを含ん

でいたとしている｡彼らは,Witte(1983a,b)の結

果との矛盾点は,sequentialprogressionの定義が厳

密ではないことからきているとしている｡つまり,

直前の文とまったく関係のないセンテンス トピック

が導入された場合も,直前の文のコメントがつぎの

文のトピックとなるような密接な関係のある場合も,

両方sequentialprogressionと分類されるという,か

なり乱暴な分類によるとしている｡もう少し補足す

れば,前者のようなsequentialprogressionが続く作

文は当然評価が低いであろうし,後者のような場合

はメイントピックの適切な展開となる可能性が十分

あるだろう｡そこで,彼らはsequentialprogressiom

がより細かな3つの下位カテゴリーに分類されるべ

きであると提唱している｡つまり,d̀irectlyrelated',

ìndirectlyrelated',ùnrelatedtoaprevioustopic'と

いうように,同じsequentialprogressionでもその関

わりあいで細分化することを提唱している｡

以上,TSAを利用した作文推敵指導,及び作文分

析をみてきたが,これも前述のマクロレベルの推蔽

指導と同様,その指導効果が認められている｡



V.調 査

今までマクロレベル推敵,TSA推敵とみてきたが,

これら両方の推敵方略の指導効果が比較調査された

ことはない｡一般にマクロレベルの推敵と言っても,

上記の AokiandMotooka(1990)や Wallaceand

Hayes(1991)のように,｢意味レベルの誤りに,よ

り注意を払ってテキストを推敵するように｣といっ

た簡単な指示から,ライティングのテキストによく

見られるような,こと細かくチェックリストの形で,

マクロレベルの推敵ポイントを指示しているものも

ある｡しかし,マクロレベルに関する推敵を簡単な

指示で行わせるといったものは,研究目的のものが

ほとんどで,実際の作文教室で行われる指示は,ラ

イティングテキストと同じように,細かくチェック

ポイントを挙げて推敵を行わせるものが主流である｡

ここでは,ライティングテキストとして広く用い

られているWh iteandArndt(1991)のProcessWrit-

ingをマクロレベルの推敵方略として用い,TSA推

敵との比較調査を行う｡whiteandArndt(1991)の

マクロレベル推敵チェックリストは以下のようなも

のである｡

この2つの推敵方略は,チェックリストvs.ダイ
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アグラムという点で対立する｡つまり,マクロレベ

ル推敵の指導方法は,チェックリストとして示され,

そのリストに従って一つ一つチェックしていくこと

による推敵方法である｡それに対して,TSAはダイ

アグラムをもとに,センテンストピックの展開を視

覚的に把捉し,よりスムーズなもの,明確なものに

変えていくという推蔽方法である｡

マクロレベル推敵が,読み手としての反応という

点をチェックリストに挙げている以外は,どちらも

基本的には主題や結論が明確かというように,話の

展開など談話レベルに特化した推故と言えるであろ

う｡

被験者は作文基礎コースを受講する大学 2年生 2

クラス38名である｡まず ｢コンピュータを教育にい

かに利用するか｣という題で100譜から150語程度の

作文をワープロソフトを使って書き,その1週間後

にそれぞれの作文を推蔽するように指示された｡そ

の際,Aクラス (20名)は上記のWhiteandArndt

(1991)のチェックリストを渡され,マクロレベルの

推敵の仕方を30分間指導された｡Bクラス (18名)

はTSAの方法,つまりトピックの見つけ方,progres-

sionのパタン,ダイアグラムの書き方などを30分に

わたって指導された｡どちらのクラスも,ワープロ

を使って推戴を行ったが,Bクラスはダイアグラム

Checklist

(a)1サpeofwrltlng:
WhattypeofwrltlnglsthistexHntendedtobe?
Doesitconformtotheconventionsusuauyexpectedofitstype?

(b)Purposeandideas:

lsthewrlter'spurposeclear?
Doweunderstandthemainidea(S)?

(C)Structureoftext:
Isiteasytofollowthedevelopmentoftheideas/argument?
Wouldlthelptorearrangethesequenceofideas?
Dotherelationsbetweentheideasneedtobechallged?
Dotheconnectionsbetweentheideasneedtobemademoreexpllclt?
Aretheideasgroupedtogetherhasuitableway?
Isthetextsegmentedintoappropriateparagraphs?
Shouldanyoftheparagraphsbejoinedtogether?
Shouldanyoftheparagraphsbebrokendownintosmallerunits?

(d)Responseasreaders:
Doestheopeningmakeuswanttoreadon?
Dowefeelsatlsfledwiththewaythetextcomestoanend?
Arethereanypointswhcharenotnecessary?

Arethereanypointswhichwedon'tunderstand?
Arethereanypointsonwhlchwewouldlikemorelnformatlon?

(WhiteandAmdt1991:118)
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もワープロを用いて描いた｡具体的手順としては,

まず元のテキス トを新しいワープロ画面にコピーし

て,各 トピックに下線を引く｡下線を引いた箇所だ

け残し,あとは削除する｡そして元のテキストを参

考にしながら,各 トピックをタブ機能等を使ってダ

イアグラム化した｡

分析は質的な観点及び量的な観点の2点から行っ

た｡質的分析としては,最初に書いた作文 (以下,

第1稿とする)と推蔽後のテキス ト (以下,第2稿

とする)を以下の点から日本人英語教師2名が採点

した｡第1稿,第2塙それぞれをEnglishComposition

Pronle(Hugheyetal.1983)を基準に,その中の

Content(以下,｢内容｣)及びOrganization(以下,

｢構成｣)に絞ってそれぞれ30点,20点を満点に採点

を行った｡

さらに第1満と第2稲を組み合わせ,｢内容｣及び

｢構成｣の変化,向上の度合いを ｢内容向上｣及び

｢構成向上｣として,それぞれ10段階評価で採点し

た｡これは他の作文との直接比較ではなく,同一の

書き手の第 1稿と第2稿を比較して,その向上の度

合いをみることにした｡

採点者間の相関を,それぞれ ｢内容｣と ｢構成｣

の合計点でみたところ,第1稿については.72,第2

稿については.82,そして第1稿と第2稿の変化度合

いについては.79であった｡また,これらの質的評

価は,被験者の氏名や,またどちらのタイプの推蔽

棉

州

l

u

第

T

S

S

制

相

㈲

㈲

の

㈱

を行ったかといった情報は隠された状態で行われた｡

量的分析はつぎの点から行われた｡まず,第 1稿

のT-unit数と第2稿のT-unit数,そしてその増減,

第2稿で新情報として追加されたT-unit数,及び第

2稿で削除されたT-unit数,さらに第1稿でのT-unit

それぞれが,第2稿ではどのように移動したか,と

いう点から分析された｡

第1稿,第2稿でのTunitが同一か否かは,それ

が同一の情報,あるいは新しい情報を含んでいるか

どうかで判断された｡よって多少統語的に変化して

いても,同一の情報を伝えておれば,それは同一T-

unitと判断された｡TJunitの移動は,つぎの図3の

ように計算された｡第1稿で8つのT-unitがあると

して,それが例 1のように場所が変化した場合,つ

まり1番最初のT-unitが6番目のT-unitの次に来た

場合,もともと間に4つのT-unitが存在していたと

いうことで,その移動量は4と計算される｡よって,

例 1ではTunit移動量は合計8になる｡ただし,間

に新規情報のT-unitが挿入された場合は,それを計

算に入れず,次のT-unitとの関係を計算する｡

比較調査は,クラス間の調査だけでなく,各クラ

スの上位群,下位群という点からも行った｡上位群,

下位群の別は,第 1稿の ｢内容｣と ｢構成｣の合計

点をZスコア化し,0.5以上の者を上位群,-0.5以

下の者を下位群とした｡

また,検定はすべてT検定を用いた｡
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Ⅵ. 結

表 1 第 1稿

*=<.1 **=<.05 ***=<.01

表 2 第 2稿

内容 構成 内容 + T-unit 内容 構成 内容向上 + T-unit T-unit 新 規

15.6 10.7 26.3 12.9* 3.3 2.8 6.1 3.0 2,0
4.5 3.8 8.2 4.5 1.6 1.9 3.5 5.4 2,7

16.2 ll.1 27.2 10.8 4.5** 4.3*** 8.8** 7.7** 2.5

*=<.1 ** = <.05 *** =<.01

表 3 第 1稿 上位群

クラス 内容 構成 内容 +構成 T-unita

Aクラス (マクロ)AV. 16.8 12.7 29.5 12.1*
SD 1.3 1.3 1.6 6.0

Bクラス (TSA) AV. 16.3 12.5 28.8 7.9

*=<.1 ** = <.05 ***-<.01

表 4 第 2稿 上位群

止 容 構成 内容 + T-unit 内容 構成 内容向上 + T-unit T-unit 新 規

32.3
7.1

32.0

*=<.1 ** -<.05 ***-<.01

表 5 第 1稿 下位群

3.8 3.6 ~~盲五~｢ 2.6 2.0 3.2
1.6 1.9 3.4 3.7 3.5 2.8

4.1 3.8 7.9 1.7 3.9 3.9

クラス 内容 構成 内容 +構成 T-unit&

Aクラス (マクロ)AV.10.4* 7.3 17.6* 9.7
SD 1.9 1.6 3.3 3.9

Bクラス (TSA) AV. 8.9 6.4 15.2 9.7

*=<.1 ** = <.05 ***=<.01
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表6 第2稿 下位群

クラス 内容 構成 内容+ T-unit 内容 構成 内容向上+ T-unit T-unit 新 規 削 除
構成 敬 向上 向上 構成向上 移動量 増加 T-units T-unit量

Aクラス(マクロ)AV.12.2 7.4 19.6 12.4 3.1 2.2 5.4 3.9 2.7 3.0 0.3
SD 3.2 2.3 5.4 3.7 1.6 1.8 3.3 8.1 2.1 2.2 0.8

Bクラス(TSA) AV.15.4 10.0* 25.4* 10.7 5.3** 4.9** 10.2** 15.3** 1.0 3.0 2.0*

*-<.1 ** =<.05 ***-<.01

Ⅶ. 考 察

第1稿では有意に近いほど差のあったAクラスと

Bクラスが,第2稿では有意ではないが得点が逆転

した｡また,第 1稿と第2稿の向上度合いの比較で

は,内容,構成,合計のいずれにおいても有意にB

クラス,つまりTSAを使って推鼓した群が向上して

いる｡TJunit数の増加量,追加量,削除量にはそれ

ほど差はみられないが,T-unitの移動量がかなり異

なる｡つまり,TSA推敵を行ったBクラスは,第 1

稿で書いた情報を第2稿では大幅に移動させ,その

構成を変化させているのである｡ここで若干注意が

必要なことは,T-unitの移動量計算は,その方法上

第 1稿のTunit数が多いほど,大きな数値を産む傾

向がある｡しかし,Bクラスは第 1稿でのT-unit数

がおおよそ2以上少ないにも関わらず,移動量が有

意に大きくなっているのである｡

これらのデータを上位群,下位群という比較から

みると,上位群は第 1稿,第2稿,そして向上度の

比較においてもほとんど質的差はない｡またT-unit

移動量,新規T-unitの追加でも差はない｡

第1稿,第2稿のT-unit数,及びT-unitの削除に

おいて,Aクラスのほうが多い点,また,第2稿で

のT-unit増加量がBクラスが多い点,ということが

挙げられるが,いずれも統計的には傾向程度にとど

まっている｡

次に下位群をみると,第 1稿では若干Aクラスの

得点が高いが,第2稿では大幅にBクラスが逆転す

る｡また,第1稀,第2稿の向上度比較でも ｢内容｣,

｢構成｣,合計いずれにおいても大きくBクラスが向

上していることがわかる｡

第1稿,第2稿のT-unit数に関してはほとんど差

はないが,しかし,T-unit移動量及び削除量に関し

て,両クラスは大きく異なる｡特にT-unit移動量は

圧倒的にBクラスが多く,第1稿の情報を大きく移

動させ,その構成を変化させていることがわかる｡

またT-unit削除量の点でも,Bクラスがより多く削

除する傾向をみせている｡

結論から述べると,TSAはマクロレベル推敵より,

特に下位群に有効に働くことが認められる｡そして,

量的な違いとしては,新規T-unitを追加したりする

ことよりも,情報の移動や削除において差がみられ

た｡TSAは,第1稿で書いた材料を反省的にとらえ

直すのにマクロ推敵より役立つようである｡

なぜTSAが有効であったか,また特に下位群にそ

うであったかを考察する｡効果的な推敵を行うには,

まず問題を d̀etect'｢発見｣し,次になにが悪いのか

d̀iagnose'｢診断｣して,そしてその間題を f̀iⅩ'｢修

正｣する必要がある (ScardamaliaandBereiter1983;

Hayesetal,1987)｡

こういった観点から,まずチェックリス トを使っ

て推敵する場合を考えてみる｡例えば,チェックポ

イントの一つである ｢書き手の意図は明確か｣とい

う点についてテキストを見直し,それほど明確でな

いという判断 (発見)をしたとする｡その際,なぜ

明確でないのか (診断),明確にするにはどうすれば

いいのか (修正)という点については,このチェッ

クポイントからはそれ以上の手がかりは得られない｡

またチェックリストの他の箇所で,｢アイデアの並

べ替えは必要か｣という点についてテキス トを見直

すとする｡｢アイデアの並べ替え｣という修正を行う

にあたって,その修正法を適用する問題とはなにか

といった発見,及びその修正が対処法としてふさわ

しいという診断がそこには欠けている｡従って,そ

の対処法を適用する問題自体がわからないというこ

とになる｡

つまり,チェックリストではポイントそれぞれが

並列的に書かれており,発見一診断一修正というよう

に一連の推敵方略となっていない可能性がある｡自

分自身の中に,一連の推蔽方略を有しているgood

writersと異なり,poorwritersである下位群にとっ



ては,一つ一つのチェックリストが有機的につなが

らないのである｡

しかし,TSAの場合は,ダイアグラム上のトピッ

クの流れを追うことによって,Coherenceの悪さを

見つけること (発見)ができ,また具体的にどの箇

所が,話の流れを断ち切っているのかといったこと

も理解 (診断)できる｡さらに,そしてそのつなが

りの悪さは具体的にそのトピックを組み替える,あ

るいは除去,または新たな情報の追加をすることに

よって変更 (修正)しうる,というように,発見一診

断一修正が一連のつながった推蔽方略になり得るので

ある｡実際には,文の組み替えや,追加,削除だけ

で,すべての意味的レベルの推敵が終わるわけでは

ないが,話の展開といったことについては,容易で

即効性のある方法を提供していると言えるであろう｡

この考察から,チェックリストを発見,診断,対

処法という具合に分けることによって,チェックリ

ストアプローチの弱点を克服できるというように思

えるかもしれない｡確かに単なる並列的リス トより

は効果を挙げると予測できる｡しかし,それで有機

的につながった一連の推敵方略になるか否か,言い

換えれば,goodwritersのもつ推敵方略に関する判

断や知識といったものを提供できるか否か,という

ことについては否定的にならざるを得ない｡やはり

goodwritersの知識に較べて硬直化していることは

否めない｡つまり,こういった問題にはこういう対

処法といった具合に規定すること自体が,知識や判

断を静的なものと捉えていることになり,硬直を招

くのである｡単に対処方略を多く有しているという

ことだけでなく,判断の柔軟性,知識間のダイナミッ

クな連携こそがgoodwritersを構成する知識の根本

なのである｡

上のⅢでみたように,意味レベルの推敵を指示す

ることは,作文の質の向上に有効に働いた｡こういっ

た指示がなぜ有効であったか,という説明を蛇足的

につけ加えるならば,それは問題を発見しようとい

う態度が,実際の発見そして修正につながる可能性

が高いということに他ならない｡そしてまた,実験

群のpoorwritersの場合は,テキス トの他の箇所に

意識を取られることなく,マクロレベルの問題に集

中して推敵を行うということが,認知負荷の軽減と

いう点で,統制群に対して効果を産んだということ

になるだろう｡
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ⅦL あ わ り に

以上,みてきたように,TSA推敵は内容,構成に

関して,特に下位レベルの書き手に有効に働くこと

がわかった｡テキスト全体のつながりといった大き

なレベルに絞り,その関係を図式化して示すTSAは,

マクロレベルの問題の発見一診断一修正に有益な情報

を書き手に提供すると言える｡

今回の調査に関して課題を挙げると,さらに細か

い意味レベルでの推蔽,つまり語句の適切な書き換

えなどを分析してみる必要があるだろう｡そしてよ

り重要な課題は,こういったマクロレベルの推敵技

術指導が,書き手の t̀askdefinition'(Hayesetal.

1987)にいかなる影響を与えるのか,つまりなぜ推

敵するのか,なにを推敵するのかといった,書き手

のもつ推敵に対す る認識そのものにいかに影響する

か,そしてTSAは他の推蔽指導とは異なったインパ

クトを t̀askde丘nition'に与えているのか,といった

点を調査する必要がある｡准蔽目的の認識というよ

うな,推敵過程そのものを制御するレベルでの意識

変革につながらない限り,こういった指導は一過性

のものとなり,大きくその書き手を成長させること

にはつながらないからである｡
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