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………英語学習の意義とあるべき姿を考える

英語教育における母語の扱いについて
〜メタ言語能力を育てるための “CA＋1” の英語教育の勧め〜
染谷 泰正（青山学院大学教授）
語コミュニケーション能力は他大学と比べてもか

はじめに

なり高いレベルにあるように思われる。ただし，

筆者は大学で通訳および翻訳を教えている。大

1 つだけ気になっていることがある。英語を聞い

学での通訳･翻訳の授業は，一般には通訳者や翻

たり話したりする力の伸長に反比例して，語彙力

訳者を育てることを直接の目的としているわけで

や文法力，さらに言えば「母語」の運用力につい

はなく，外国語教育の一環として行うのが普通で

ても，全体的にむしろ低下してきているのではな

ある。通常の語学系の授業と比較して，通訳･翻

いかという点である。例えば，筆者がゼミ生（3，

訳の授業の最大の特徴は何かと言えば，学習者の

4 年生）を対象に行った調査によれば，TOEIC

母語の積極的な使用という点だろう。一般に，外

の点数が 800 点を超える学生でも，その認識語

国語の授業における母語の使用は，目標言語の習

彙数は 3,000 語から 4,000 語止まりという結果で

得の妨げになるものとして好ましくないと考えら

あった。大学入学時にすでに獲得していたであろ

れている。しかし我々は，英語を日本語に訳し，

う基本的な語彙の習熟度は高くなっているが，そ

あるいは日本語を英語に訳すという作業を通じ

れ以上の語彙の蓄積がほとんど見られないのであ

て，学生の英語力と日本語力が同時に，しかも飛

る。また，授業での提出物や英文の卒論を見る限

躍的に伸びるという経験をしている。母語の使用

り，文法的な正確さや論理的な議論の構成力とい

は，外国語の習得の妨げにはなっていないのであ

う点でも大きな問題を抱えていることは明らかで

る。以下，いわゆるコミュニカティブ･アプロー

ある。要するに，Cummins (1980, 1991a, 1991b)

チ（CA）における学習者母語の扱いに言及しな

の表現を借りれば，“BICS” (basic interpersonal

がらその理由を考察し，あわせて学習者の母語を

communicative skills) か ら “CALP” (cognitive

外国語学習のための貴重なリソースとして活用す

academic language proficiency) への移行がうま

るための理論と方策について若干の私見を述べて

くできていないということだろう。

みたい。

ところで，Cummins (ibid.) は，第 1 言語 (L1)
と 第 2 言 語 (L2) の 間 に は 共 通 基 底 言 語 能 力
（Common Underlying Proficiency）が存在すると

コミュニカティブ･アプローチの功罪

述べている。L1 と L2 は深層レベルではつながっ

現在，我が国の英語教育界の振り子は，会話･

ており，言語活動を支える認知的な基底能力にお

音声中心のより実用的な英語の習得を目指す CA

いて両者間に依存関係が見られるというのである

に大きく傾いている。筆者の勤務校においても，

（
「言語相互依存仮説」
）
。つまり，L1 でできない

1，2 年生を対象に，およそ 10 年ほど前から CA

ことは L2 でもできず，反対に L1 を鍛えること

の理念に基づいた英語教育が行われている。授業

で結果的に L2 の習得を促進することができると

は “Fluency First” を基本とし，コアになる部分

いうこと――つまり，外国語学習における母語の

はすべてネイティブスピーカーが担当している。

決定的な重要性をこの仮説は示唆しているのであ

担当の先生方の努力もあって，このプログラムは

る。

これまで一定の成果を挙げてきており，学生の英

BICS レベルのコンテクスト化された英語能力
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は，深い認知的処理を必要とせず，単純な記憶と

う。我々の思考や行動が言語によって規制され形

反応の形成で十分に養成可能である。しかし，特

成されているとすれば，これは要するに，最終的

定の場面から離れた抽象的な言語使用が要求され

にはきちんとした「日本語」を駆使できるように

る CALP への移行は，表層的な言語知識や反応

すること，およびそのベースとなる「共通基底言

形成の問題ではなく，より高度な知的活動への移

語能力」を鍛えあげること，と言い換えることが

行であり，母語レベルでその移行ができていない

できる。その意味で，現在の CA の母語軽視（ま

とすれば，L2 レベルでの移行は期待すべくもな

たは排除）の外国語学習観は，大きな見直しを迫

い。この意味で，前述のような学生の語彙伸長の

られていると言ってよい。

停滞，および日本語力の低下としか言いようのな
い言語現象が大学の教室で起こってきているとい
う事実は，かなり深刻な問題だと思われる。

“CA＋1” の言語教育――文法訳読
式教授法の見直し
Nunan (1991) が挙げる CA の 5 原則を見ても明

英語教育の目標をどこに置くか

らかなように，CA は原理的に BICS の習得に適

CA に基づく英語教育は，これまで一定の成果

した学習アプローチである。しかし，CALP への

を収めてきている。ただし，その一方で，目標言

移行に対応できるだけの英語力および知的能力を

語での授業運営を強調する CA の外国語学習観

養成するためには，これだけでは不十分であり，

は，学習者の母語を軽視する風潮を生んできた。

“CAプラス1” の教育が必要である。この +1 とし

その結果，母語の使用を制限された学習者は一種

て最も現実的な候補は，伝統的な文法訳読式の授

の知的空白状態に置かれ，低いレベルでの言語処

業が「本来」持っていた正確な読解能力やメタ言

理しかできなくなっている。一方，いわゆる「訳

語能力の養成，あるいは外国語との格闘を通した

読」は必要悪とされ，形式的な理解の確認の手段

知的訓練といったよき伝統の復活ではないだろう

としか見なされず，およそ日本語としての体裁を

か。

なしていない訳がそのまま放置されてきた。

文法訳読式の教授法は，現在のところ圧倒的に

このような現在の英語教育が抱えているさまざ

旗色が悪いが，これは間違った文法訳読式の授業

まな問題は，結局のところ英語教育の最終目標を

が行われていることの反映である。この点につい

どこに置くかという点にかかっている。筆者の見

て，CA の泰斗である Widdowson (1983) は次の

解では，日本のような EFL 環境にあっては，英

ように述べている。少し長くなるが引用しておき

語の習得そのものを最終目標とする教育は明らか

たい。

に間違っている。なぜならば，これは圧倒的多数

“... The objections to the use of translation (as a

の学習者が達成することができない目標だからで

technique in language teaching) seem generally to

ある（ついでに言えば，この目標を達成した少数

be based on the assumption that it must necessari-

の EFL 学習者たちは，彼らが受けた教育の結果

ly involve establishing structural equivalence. It is

としてその目標を達成したのではなく，例外なく

said, for example, that translation leads the learner

自らのイニシアチブと徹底した努力によって目標

to suppose that there is a direct one-to-one corre-

を達成した人たちである）
。公教育における英語

spondence of meaning between the sentences in

教育は，むしろ英語という外国語の学習を通し

the TL and those in the SL. Another, and related,

て，母語を含めた「ことばへの意識」と，その背

objection is that it draws the attention of the learn-

景にある「異文化への意識」を高め，あわせて英

er to the formal properties of the TL sentences and

語学習を契機にした「自己実現能力」の養成を，

distracts him from the search of contextual mean-

その最終的な教育目標として設定すべきであろ

ing ― that is to say, meaning which is a function
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of the relationship between sentences and appro-

として，いわゆる文法訳読式の授業の「復活」を

priate situations. But if translation is carried out

提言した。もちろん，単なる形式的な理解の確認

with reference to grammatical deep structure, as

手段としての「ノンベンダラリとした訳読」は，

an exercise in establishing semantic equivalence,

断固として排除されなければならない。目標言語

it is not open to the first of these objections; and if

の文を表層的なレベルで機械的に母語にコード変

it is carried out with reference to rhetorical deep

換するという安易な訳読は，学習者の言語能力の

structure, as an exercise to establish pragmatic

開発や知的成長になんらの貢献もしないからであ

equivalence, it is not open to the second of them.”

る。

つまり，外国語教育の手法の 1 つとして「訳」を

本稿では通訳･翻訳の授業における実践例につ

介在させること――あるいは外国語での理解を母

いて言及したが，ここで述べた基本的な考え方は

語で再構成させること――に反対する立場の人た

一般の英語購読や英作文，およびリスニングの授

ちの理屈は，ひとつにはそれによって 2 つの言語

業にも十分応用可能なものである。CA の隆盛に

間に 1 対 1 の直接的な意味の対応があるかのよ

もかかわらず，実際の教室では依然として旧態依

うな誤解を学習者に与えてしまうこと，もう 1 つ

然とした文法訳読式の授業が行われているのが実

には，言語の文脈的な意味よりも，その形式的な

情である（隈部 2002）とすれば，これを今一度

側面に学習者の注意を向けさせることになる，と

見直すことで，基本的な枠組みを変えることな

いう点にある。しかし，Widdowson が言うよう

く，自らの英語教育の質を大きく転換させること

に，単なる表層的＝構造的な等価性ではなく，よ

ができるのではないだろうか。

り深い処理を経た「意味的」および「語用論的」
等価性の実現という観点から原文の訳出に取り組
むことができれば，これらの批判は当たらない。
そもそも，翻訳や通訳とは本来そういう作業であ
る。
前述のとおり，通訳･翻訳の授業では外国語を
母語を通して再構成し，同時に母語を外国語を鏡
として客体化するという作業を行う。詳しい作業
手順＝学習プロセスは省略するが，これらの作業
を通して，学習者の英語と日本語の運用力は年間
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以上，筆者の経験から CA の功罪について論
じ，その上で，その限界を補うための 1 つの方法
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