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グローバル化する世界における言語学習

ブルーノ・デラ・キエザ（Bruno della Chiesa）

　本章では言語学習の問題を、グローバル化の進む現在の状況を背景に論じて
いく。労働市場の期待が膨らみ、いつどこででも可能な全地球的「コミュニケ
ーション」が爆発的に普及し、人口の大規模な移動が起こる現在、言語学習と
いうテーマはかつてない重要性を帯びるようになっている。言語学習について
検討を要する問題は、学校教育を受け始める前の段階でさえ、言語と文化の間
の密接な関係に必ず関わっている。その観点から本章では、学校教育の提起す
る問題も取り上げるものの、まずは（言語学習に対する）各種のモチベーショ
ンと認識の仕方――特に他者性に関して、世界をどうみるかということ――と
の因果関係を探ることから始め、そこから、「モチベーション・ヴォルテクス」
なる本書が初めて提唱する新しい仮説へと導く。言語学習、それが今、問題と
なるのはなぜなのか。

第1章
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第1節　序論

　グローバル化の進行と複文化性がますます顕著になる社会構造の変化の過程
では、多種多様な問題が生じており、その中には、少なくともその規模におい
て過去に前例のない問題も浮上してきている1。たとえば、移民の流れと世界
レベルの人口統計学的傾向によって、各国民の社会的・民族学的構造が変わり
つつあることが挙げられる。この現象は、経済や政治、社会の構造に影響を与
えるような急激な変化を起こす、唯一ではないにせよ大きな要因であり、加え
て、OECD加盟国（21世紀初めの時点で大部分が移民受け入れ国である）の
みならず、その他の国々（主に移民の流出という逆の現象が起きている）にお
いても、人々の生活のさまざまな側面に多大な影響を及ぼしている。とはいえ、
この分類はいささか単純にすぎると但し書きをつける必要はあるだろう。なぜ
なら、移民の流入と流出が「同時に」起きている国もあり（OECD加盟国の中
にもみられる）、また、移民受け入れ国から移民送り出し国へと急速に移行し
ている国もあるからである（南欧の一部の国はこの好例である）。そうした国々
が経験している「双方向の」移民現象は、この問題への考察を促し、人々の視
点を広げ深めるという意味で有益である。
　文化が多様であるということは、その国が社会的に発展する可能性を示すも
のではあるが、同時に、そうした社会が直面する大きな課題が生じる源ともな
る（Baier-Allen and Cucic, 2000、第19章、第20章、第21章）。現在では、こ
の問題に無関係でいられる社会は一つとしてありえず、むしろ多くの場合、政
治的議論の最重要テーマですらある。こうした状況で求められているのは、共
通言語を確立することと、文化的多様性に関する問題への意識を高めることだ
という点は論を俟たない（第7章参照）。そうした問題の中でも特に突出して
いるのは、当然ながら、各国の教育制度が直面する課題である（第11章、第
21章、第22章、第23章参照）。マスメディアは、教育現場（特に学校 2、とは
いえ学校だけではない）での複文化に起因する難題について頻繁に取り上げる。
だが、教育関係者はメディアの報道内容が不適切だと感じる場合が多いことか
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ら、自分たちがそのような形で注目されるほど、こうした問題にいっそう神経
質になってしまう（Chomsky, 1989、Bourdieu, 1996、della Chiesa, 1989a, 1989b, 
1993, 2012a, 2010c）。本書の枠組みの中でもこの問題に取り組んではいるが、
この点については各国間の比較研究がなお必要である。OECD加盟国は、いず
れも新たな形の多様性に起因する問題への対処を迫られてはいるものの、それ
に関するメディアの報道内容は国ごとに異なるからである。
　したがって、教育制度には課題解決の責任がないとは誰にもいえないが、提
示される解決策は当該社会の状況や教育文化によって異なることが多く、これ
はむろん当然ともいえる。たとえば、教育制度において国への帰属という概念
を重視する国もあれば、さほど重視しないと思われる国もある。また、カナダ
のように多様性を奨励する国もあれば（第11章参照）、国民的アイデンティテ
ィの一部をなす価値観や信条の遵守を奨励する国もある。こうした各種のアプ
ローチは、教育に関係する人々（教員、生徒、生徒の親など）の期待する内容
に影響を与え、各国が導入する教育政策や教育実践、あるいはカリキュラムに
かなりの違いを生じることになる。これらの問題に関しては、可能な限り多数
の国や文化を対象とすべきであることから、OECD域外を扱う章も本書には含
まれている（第5章、第7章、第13章、第17章参照）。

コラム 1.1   2言語使用をどうみるか

質問者：アメリカが2言語使用国になることに、何かマイナス面はありますか。

大統領バラク・オバマ：誰もが英語を学ぶこと、それによって、私たちが一つ

の国の国民としてまとまることには大きな意味があります。一方で、すべて

の生徒が第二言語を学ぶことも必要です。たとえば、2言語使用教育につい

て議論を始めようとするなら、ここで明言しておきたいのですが、スペイン

語を話す家庭出身の子どもも学習の機会を得て、後れをとることのないよう

にしたいのです。もし2言語使用教育が役に立つのであれば、その機会を彼

らに与えたい。しかし、私はまた、英語を話す子どもにも、確実に外国語を

習得できるようにしたいのです。世界は相互依存が強まっており、アメリカ
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が引き続き世界でリーダーシップを発揮するためには、さまざまな境界を越

え、国境を越えてコミュニケーションをとる能力を欠かすことはできず、し

かも率直に言って、それこそが私たちの立ち後れている点だからです。外国

語は、これまで軽視されてきた分野の一つであると思われます。私はそこに

もっと資源をつぎ込みたいと考えています。

www.ontheissues.org/International/Barack_Obama_Immigration.htm

　アメリカ人は他の言語を話さないのが普通ですが、それはなぜなのだろうと私

はずっと疑問に思ってきました。考えられる理由の一つは、話す必要がないから

だと思います。アメリカは自給自足が可能な国であり、これは地理的に孤立して

いること（これはこれで、考える必要のある問題ですが）とも関わっています。ま

た、「アイデンティティ」の一部としての英語という言語、すなわちアメリカ人と

しての「自己」形成ということにも関係してきます。言語は自己形成に大きな役割

を果たしますから。以前、アメリカ人の親しい友人がこんなことを言いました。

「私たちアメリカ人は病的に単一言語主義者ね」と。その通りだと思います。バイ

リンガル教育を禁止している州があったり、バイリンガル教育が「宝の山」ではな

く「やっかいな問題」とみなされていたりするのが、いい例です。今私たちが目撃

している世界経済の変化は、やがて興味深い展開をみせることになるはずです。

各方面で指摘されていますが、これからの世代は「21世紀のスキル」が必要とな

るでしょう。そのスキルの中には、文化の差異を乗り越えることや、文化的な差

異からくる多様な視点を活かして改革を進めたり、仕事の質を高めたりすること

も含まれます。他国（「新興経済国」の一員で、一般市民が英語を話さない国）の

人との意思疎通のために他の言語を話す必要性が、さらに差し迫ったものになる

でしょう。問題は、そこに橋を架ける気持ちがアメリカにあるかどうかです。国

民にこの問題の重要性を納得してもらうには、強力な政治的意志と大規模な教育

キャンペーンが必要になるでしょう。他の言語を話すことは、第一言語の習得に

役立つばかりか、第二、第三、あるいは第四の言語の発達にさえ有益だと思いま

す。私たちのメタ言語意識（言語を一つの客観的な対象、過程、システムとみて分

析する能力）も拡大していくことでしょう。これによって私たちは、「他者」につ
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第2節　ここでいう「言語」とは何か

　言語は文化に必要不可欠な構成要素である。したがって当然のことながら、
言語と文化、そして文化の多様性と言語の多様性は密接に関連していることに
なり、ここで取り上げる諸論文も、両者がともに同じ複雑な現象の本質的部分
だという事実を見逃しているわけではない（Beacco, 1986、Coste et al., 2009）。
　しかしながら、実践的な場で言語と文化が分けて考えられる場合、時に言語
の教授と学習、もっと正確にいえば、言語教授と言語学習のみに重点が置かれ
ることは十分考えられる（あらゆる学習には、学校教育であるか否か、伝統的
教育であるか否かにかかわらず、必然的に教授の側面が含まれるため）。だが、
言語学習の過程を通じて文化が必ずしも考慮されないとなれば、重要な点を欠
くことはまちがいないだろう（Azhar, 2009）。いかなる言語／文化複合体にお
いても、言語はあくまでその一つの構成要素にすぎず、もちろん必須要素であ
るとはいえ、文化の全般的定義に従属するものである。「言語」の概念は階層
的にも論理的にも「文化」の概念の下位にあり、言語的アイデンティティとい
う考え方も、もっと広く、アイデンティティ全般の問題の枠組みの中で生じる
ものである（Deutscher, 2010）。こうした議論は少なくとも数十年は続いてお
り、問題となっているのがほかならぬ自己性（identity）と他者性（alterity）
――「私たちと彼ら」「自分たちと他の人たち」――という現実的な概念であ
ることから、その議論は激しさを増すばかりである（Todorov, 1989参照）。
　言語の分類に用いられる用語にはさまざまなものがあるが、そのうちの典型
的な用語について、OECD教育研究革新センターとハーバード大学教育学大学
院が2008～11年、並行して、また交流を継続的に行いながら検討を加えた。

いての意識を発展させ、他者の見方・視点からものを考えられるようになってい

くと思われます。

アルミダ・リザラガ（Armida Lizárraga）（ペルー）
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その結果示された言語カテゴリーは、以下のとおりである。

1）母語。

2）リンガフランカ（共通語）：英語もしくは「グロービッシュ」3。グロービッシュ

は簡略化した英語で、現在、世界中の英語を母語としない多くの人が、コミュ

ニケーション手段として用いている。

3）非母語4：ある人にとって「母語」ではないすべての言語。

　本書の「主な用語」の項にある各言語カテゴリー間の（したがって、関連す
るさまざまな学習プロセス間の）関係は複雑だが重要であることから、状況の
多様性に照らしてアプローチも多様になる。つまるところ、さまざまな状況に
ある言語の区分は、言語カテゴリーが示すほど厳密であるのはまれであること
に注意が必要だといえる 5。実際、人々は言語 6 と文化の連続体――それ自体
も変化している――の中を移動しながら、そのどこかに理想的な表現法を見い
だしていることがよくある。たとえば、アメリカに居住するラテンアメリカ出
身者が話す「スパングリッシュ（スペイン式英語）」はその好例であり、記録
や報告もかなり広く行われている。この種の状況は形を変えてどこにでもみら
れることから、国際的比較も有効であろう。母国を離れて、国や言語や文化の
境界を越える個人や家族は、増加の一途をたどっている。移住者の教育レベル
はさまざまであるが、いずれにしてもその多くは第二言語、あるいは第三言語
さえも学ぶ必要に迫られる（第19章、第20章、第21章参照）。第二、第三の
言語を習得すること、そして「言語とともにある」文化を体得することは、経
済的、また社会的な統合を果たすうえできわめて重要である（第4章参照）。

第3節　学校教育と従来の教育における言語学習

　学校教育では、言語学習のあり方は主として政治的選択によって決まる場合
が多い。実地体験や経験的な推論に基づく政治的判断は、公式の目標と比較し
た場合、失敗に終わることがしばしばである。各国の政策立案者は、それぞれ
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の教育制度の成果向上をめざして、革新的な施策や新たな教育方法を取り入れ
たり、適切な教員養成を行ったりしようとする。だがその結果は、寛大にみて
も、はかばかしくないことが多い。教育制度（なかでも学校教育）が言語学習
の分野で、わずかな例外を除いて、効果的な教育を行う能力を大きく欠くよう
に思われるのはなぜなのだろう。
　しばしばイデオロギー的な激論（不可避であり、また、少なくともある程度
は必要なことである）（Beacco, 1986参照）の的になる事柄については、将来
を見据えた視点から、（自然科学や社会科学の）研究によって得られた情報を
提供することで、議論の渦中から一歩下がり、現在議論を加熱させている価値
観や方法や目的について、もっと情報に基づいた形で検討することが容易にな
るのではないだろうか。もちろん、科学が倫理に取って代わるべきではなく、
特に政治的判断や政策決定についてはそれがいえるのは確かである（della 
Chiesa, 2010c）。
　私たちの住む世界はグローバル化が進み、いかなる社会集団の成員も（居住
国生まれであれ、移民であれ）言語能力の習得にあたっては大きな課題に直面
せざるを得ない。さまざまな言語を駆使する能力は、現在はまだそうではない
としても、教育の基本目標の一つとなっていくことが考えられる7。そこで求
められるのは、知識（savoirs）、ノウハウ（savoir-faire）、対人能力（savoir-être）
の習得であり、これは人々の文化的アイデンティティを定義する――場合によ
っては再定義さえする――ことから、経済的成果や社会的統合にも大きな影響
がある（Markus and Kitayama, 1991、第25章参照）。

第4節　モチベーションと学習成果の環境要因

　言語学習に対するモチベーションのあり方は、学校での学習が始まる前にあ
らかた決定している可能性があり、各国の教育制度は、就学前にすでに身につ
いた認識の仕方についても考慮しなければならない。年齢が上がると、アイデ
ンティティ（したがって、他者性も。二つの概念は、互いに因果的性質の両極
端でつながっている）は深く根付き、そのためアイデンティティはモチベーシ
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ョンを大いに高めるか、あるいは反対に、学習を頑なに拒ませるものとなるこ
とが考えられる。言語学習に対するモチベーションのあり方は、学習者の世界
観を形成する価値観や考え方など、アイデンティティの内容によって決まると
仮定することはできるだろう。すべての人とはいえないにしても、多くの人に
とって言語は、文化的アイデンティティから切り離せないものである。言語は
文化的所属の指標であり、人は文化的集団それぞれに対して何らかの価値判断
をすることから、非母語学習にはどうしても価値判断が伴ってくる。
　ここで特に留意すべき点は、モチベーションの各種の構成要素とそれぞれの
持つ重要性は、子どもと成人とでは明らかに異なるということである。成人の
モチベーションの要素には、職業に関わるものや個人的なもの（たとえば、そ
の言語を母語とする相手と結婚しているなど）、ライフスタイル、特定の文化
や社会とのつながり、あるいは楽しみのための学習などがある。一方、子ども
のモチベーションの要素は成人ほど多くないと思われる。子どもは、親や学校
から非母語を学ぶように求められるというのが普通である。ただ、子どもが進
んで他の言語を学ぼうとするケースも一部にはあり、その場合は異文化からな
る家族関係、メデイアの影響、生来の競争心などがモチベーションとなってい
る。子どものモチベーションは重要ではあるがやや脆弱であり、教室の中で育
てていく必要がある。非母語の教育者には、革新的な学習計画を用意して生徒
のモチベーションを高く保ち、学習意欲を高めていくことが求められるであろ
う（第2章参照）。
　たとえばの話、母語（および／または学校言語）が、非母語の学習に強い影
響力を持つことは誰もが直観的に理解するところだが、母語以外の言語学習も
また母語の学習にかなりの影響を及ぼすことも知っておく必要がある。これは、
教育政策や教育課程の策定の際に、さまざまな結果を生じる問題点である

（della Chiesa, 2010b）。近年、一部の国では以前行われた議論が再び盛んにな
っている。多くの人が、子どもがまだ低年齢の段階（小学校在学、あるいはそ
れより早い段階）で、非母語教育を導入することへの賛成論を展開しているの
である。その中には、特に脳の可塑性に関する神経科学の研究結果をもとにし
た議論もある。一方で、早期の非母語学習が母語に関する確実な知識の習得に
弊害があるのではないかと懸念する声もある。ここで本当に問題にされている
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のは、一つあるいはそれ以上の言語を学習した場合、アイデンティティの自覚
や帰属意識、そして、最終的にはいずれかの言語集団への忠誠心を持つという
ことに関して、望ましい成果を得られるのかどうかという点である。意識的で
あるか否かにかかわらず、ここに隠されている意図は、技術的なものでも科学
的なものでもなく、あくまで政治的な意図である。そこで、次のような作業仮
説を立てることが考えられる。すなわち、経験の示すところでは、他の言語に
触れることは母語の学習にとって決して障害ではなく、それどころか、母語の
よりよい理解に役立っている、という仮説である。この説では、一つ（あるい
はそれ以上）の母語でない言語の知識が多いほど、母語へのメタ言語的思考が
深まり、母語の構造についてより高度な分析や、より精密な理解が可能になる
とされるのである。この議論にしたがえば、非母語学習は母語の理解に明らか
なプラスの影響があり、さらに、最近の研究が示すように、認知機能にまでも
その影響が及ぶということになる（Bialystok et al., 2009）。さまざまな国や社
会的背景における、さまざまな形の2言語使用に関する研究結果が精査されれ
ば、議論を深めるのに役立つと考えられる（第5章参照）。さらに、乳幼児は
誕生時から生得的に2言語を学ぶ能力を持っており、また、早期に2言語に触
れてもいずれの言語の発達も妨げられないことも明らかになっている。これと
は対照的に、早期の非母語学習への反対意見は、言語習得に関する懸念や、学
習過程に関する研究成果に十分に根ざしたものとは考えられない。だが、それ
らとはまったく異質の議論（ほとんどが政治的で、概してかつての宗主国によ
くみられる。本書の「序文」と第15章を参照）が、早期の非母語学習への反
論として生じることも考えられる。たとえ異論はあるとしても、言語能力に関
する根拠のない社会通念の正体は暴く必要がある。この社会通念は、教育制度
における言語学習の早期導入への「反論」に、残念ながらしばしば都合よく用
いられているからである。
　こうしたことすべてを考えれば、非母語教育はあらゆる教科の中でも、最も
デリケートで扱いの難しいものの一つであることはまずまちがいない。非母語
の学習と教育では、言語それ自体の教授内容（音声、文法、構文、語彙の規則
および知識などの適用）だけでなく、当該人口集団の価値観、イデオロギー、
歴史も扱うことになる8（Beacco, 1986、della Chiesa, 1989b、Porcher, 2004、
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Porcher and Abdallah-Pretceille, 1996）。非母語教育に関して政策や実践法を
決めようとするなら、現在の文化、経済、政治の現象に関連して、歴史の授業
を織り込んだり、社会規範の研究成果を考慮に入れたりする必要もある。これ
は、個々の学習者が概して望むような言語能力をうまく習得し、それを文化的
な能力や意識を発達させる契機とすることを可能にするために支払うべき代償
なのかもしれない。
　社会の考え方や規範といった環境要因は、個々人の表象に影響を及ぼす。子
どもの環境が特定の言語・文化の連続体に肯定的な考え方を持っているなら、
その子どもはおそらく、少なくとも幼い時期には、その言語・文化の連続体に対
して同じく肯定的な考え方を持つようになると思われる。メディアもまたイン
フォーマルな教育を行う能力があり、それ自体が学習環境の一部でもあること
から、人々のモチベーション形成に関わっている。しかも、メディアが人々の
表象を方向づける力は、ある文化のイメージを伝える力をはるかに超えている
ため、特に非母語学習のモチベーションに強く影響する。直接的環境も間接的
環境もモチベーションに、ひいては学習成果にも影響を及ぼしているのである。
　このことは、表象とモチベーションとの間には直接的な因果関係があること
を示唆している。実際には、因果関係の方向が逆になって、モチベーションが
表象に影響を及ぼす場合もありうる。モチベーションは人の世界観や自己意識
に影響するだけでなく、シナプスの可塑性に関連して、環境についての新たな
理解の枠組みを構築することにもなるのである（第3章参照）。反対に、世界
観や非母語話者に対する見方が、非母語学習のモチベーションに影響を及ぼす
ことも考えられる。一言でいえば、むろん学習機会があっての話ではあるが、
他者に対するイメージが肯定的であればあるほど、その言語を学ぶ意欲は高ま
り、非母語の習得に成功する可能性も高くなるということである（コラム25.5
参照）。比喩的に「モチベーション・ヴォルテクス（渦巻き）」とした用語は、
一定の環境に置かれた人の認識、表象、モチベーション、そして非母語学習の
相対的な成功と失敗を関連づけるために、考えの変化していくさまをとらえよ
うとするものである。
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コラム 1.2   モチベーション・ヴォルテクス

　第2次世界大戦中、アメリカ軍では母語でない言語の教授に「アーミー・メソッ

ド」と呼ばれる方法が用いられ、戦地に赴く兵士（スパイ）は配属前の数か月で首

尾よくその言語を習得した。このメソッド自体は、後年、非母語学習および教授

の成果を上げるという意味ではおよそ不適切であると判明したが、兵士の置かれ

た極端な状況から、言語教育ではモチベーションがいかに重要であるかが典型的

に示されている。この特殊な事例では、有効だったのは教授方法そのものではな

く、戦時に敵国で生きるためという言語学習へのモチベーションであった。もっ

と最近でいえば、青年期になって来日した外国人力士が日本語をみごとに習得し

ているのも（H. Koizumi, 私信, 2008）、同じことを示している。彼らの仕事上の

成功は、さまざまある要因の中でも、特に日本語で十分なコミュミケーションが

とれるかどうかにかかっており、これが日本語学習の強力なモチベーションとな

っているのである。

　誰でも少なくとも一つの言語（母語）を学ぶ能力があり、また、モチベーション

と機会があれば、誰もがさらに一つあるいはいくつかの言語を学ぶことができる

（コラム25.5参照）。

　非母語の習得に重要な役割を果たすのは、学習状況とモチベーションの個人差

だけではない。モチベーションが内発的（言語学習が好きだから、あるいは文化や

言語に興味があるから学びたい、というのが学習の動機）なのか、外発的（経済的

利益など、外からの利益を得ることが学習の動機）（第4章参照）なのか、あるい

は両方の組み合わせ（多くはこのケースが多いと思われる）なのかという点もまた

重要である。また、非母語学習に特有の側面もある。場合によっては、特定の文

化集団の成員に認めてもらいたいという願望（あるいはその必要性）が、その文化

集団の言語を学習するモチベーションとなるという点である。さらに、言語能力

についての自己認識もまた、言語習得の助けもしくは妨げとなりうる。他の分野

と同様に、生徒が自分は言語学習が苦手だと感じていると、モチベーションが下

がって習熟が難しくなることが考えられる（第2章参照）。

　「モチベーション・ヴォルテクス仮説（2010年）（motivation vortex hypothesis, 
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　しかしながら、このヴォルテクスは必ずしもプラスの結果ばかりをもたらす
わけではないと考えられる。生徒自身、あるいは生徒の環境（すなわち、家族、
仲間、教育、メディアの影響）に、特定の文化集団に対する否定的な感情（外
国人嫌い）が存在する場合には、逆のモチベーション・ヴォルテクスが生じる。
人は、否定的なことを連想させるような文化の言語を学びたいとは思わないで
あろうし、そのようにモチベーションを欠いた状態では、言語の学習や習得は
順調には進まないと思われる（下降する渦巻き）。加えて、早い時期に言語学
習の失敗を経験すると、言語学習へのモチベーションが下がるということも考
えられる。対照的に、早い時期に成功を経験すると肯定的感情によるモチベー
ションが育まれて、生徒は将来の言語習得の成功に必要な積極性を持てること
にもなる。
  

2010）」（図1.2）のもととなっている「モチベーション・サークル仮説（2007

年）（motivation circle hypothesis, 2007）」（図1.1）は、モチベーションと非

母語学習の関係を比喩的に示したものである。他の文化についてどう感じ、どう

認識しているかは、その文化の言語を学習する際のモチベーションに強く影響し、

そのモチベーションが高ければ、家庭あるいは学校での言語習得によりよい結果

をもたらすことが考えられる。また、高いモチベーションを持ち、流暢に話せる

ようになるという経験は、対象の文化／言語の連続体に対する見方をいっそう肯

定的なものにもするであろう（上昇する渦巻き）。言語学習による経済的利益や社

会的利益（第4章参照）、あるいは少なくともそうした利益があると認識すること

もまた、モチベーション・ヴォルテクスの要素であり、利益が実際に得られれば

モチベーションはさらに高まる。言語の指導や学習の向上を望むのであれば、モ

チベーションの種類や、非母語習得に対するモチベーションの影響力について、

深く理解することが欠かせない。

ブルーノ・デラ・キエザ（Bruno della Chiesa）
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経済的・社会的
成果

表象

環境

フォーマル／インフォーマルな学習

メディア

学習成果 モチベーション

習得した知識（渦巻き最上部の表面）
ヴォルテクス 学習ベクトル（時間）

風による強化 インフォーマルな学習（……）

フォーマルな学習（学校）

（早期の）メディアの影響

直接的な（家庭の）環境

風による強化／弱化

風による強化／弱化

風速の速い／遅い旋風

実際の
社会的・経済的成果

学習成果

強力な強化（？） 実際の
社会的・経済的
成果の認識

図1.1　モチベーション・サークル仮説（2007年）

図1.2　プラス方向のモチベーション・ヴォルテクス仮説（2010年）
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　私は上記とともに、非母語学習がうまくいかない要因として外国人嫌いがあ
るのではないかと推測する。「外国人嫌い」という概念は、ここでは文字通り
の意味で理解している。語源的にいって、「外国人嫌い」という言葉は、何よ
りもまず「外国のものに対する恐れ」、特に外国人や見知らぬ人への恐れとい

コラム 1.3   モチベーション・ヴォルテクスについて

　私が以前から考えているのは、人が言語、特に母語を忘れたり流暢に話せなく

なったりするのはなぜかということです。私は大人になるまで、曾祖母とともに

暮らしました。曾祖母はフランス語が母語ですが、少なくとも人生の4分の3を

アメリカで過ごし、フランス語と英語の妙な具合に混じった言葉を話して、どち

らの言語も流暢とはいえませんでした。もう一つ、私にとってもっと切実な例は、

東アフリカ、特にケニアとタンザニアのスワヒリ語に関するものです。これらの

地域では、スワヒリ語を不名誉なものとみかねない傾向があります。周囲に英語

を母語とする人がいないときでも、英語で会話しようとすることがよくあり、英

語を使うこと、あるいは英語を使おうと努力することを一種の誇りと思うあまり、

スワヒリ語をうまく話せなくなったと思われる事例もあるのです。ヴォルテクス

を逆さまにしたモデルというのもあるのでしょうか。

ジェシカ・ウェルチ（Jessica Welch）（アメリカ）

　初めてこのヴォルテクスというモデルを見たときには理解したと思ったのです

が、見れば見るほどこの図に納得がいかなくなっています。一つには、この竜巻

の渦では、学習成果と社会的・経済的成果が図中の別個のレベルに置かれている

ため、それらの成果の継続的影響力を正確に説明するには不適切です。このモデ

ルでは、学習成果と実際の社会的・経済的成果が、習得した知識に影響を与え続

けることを示すことができないのです。その意味では、元になったサークルモデ

ルが層状ではなく継続的なプロセスを示しているので、私はこちらのほうがいい

と思います。

サラ・フックス（Sarah Fuchs）（アメリカ）
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う意味でとらえてはいるが、一方で、この言葉の第二の意味、すなわち、異民
族や異国生まれの人に対する嫌悪あるいは憎しみも念頭にある。見知らぬ人や
自分とは異質な人に対する恐れと嫌悪の関係は、調査対象として興味深い。

第5節　既存の理論は役に立つか

　20世紀に発達した非母語学習に関する理論と実践は、主として言語学に基
づいている（第16章参照）。20世紀中頃から、数々の言語学的理論が言語教授
法の世界にきら星のごとく登場してきた（現在でも、「応用言語学」という、
時代遅れであるばかりかその意味がきわめて限定的な名称で呼ばれることがあ
る）。とはいえ一部には、教育学や心理学の分野から生まれたモデルもある。
すなわち、1）スキナーの「刺激－反応」モデルにみられるものなど、行動心理
学をはじめとする、言語学習に密接な関わりがあるとされる研究分野、2）ソ
シュールの構造言語学理論にはじまり、チョムスキーの生成文法の概念に発展
した記述言語学、3）クラッシェンの第二言語習得におけるインプット仮説な
どの移行の理論、4）心理言語学、社会言語学、あるいは研究の主目的が言語、
文化、非母語言語学習の問題に影響を与える研究分野（たとえば、文化人類学
のレヴィ＝ストロースや社会学のブルデューのようなアプローチ）に基づく諸
理論などである。しかしながら、これらの興味深い理論が、我々の疑問に答え
てくれるとはあまり思えない。どの学派も、我々の疑問に特に興味を示す（ま
たは示した）ようすはほとんど、あるいはまったくないからである。本書の目
的は何にもまして、言語／文化の実像を明らかにすること（第11章参照）、そ
して、非母語言語の教授／学習の分野で、相対的な成功あるいは失敗が生じる
要因を明らかにすることにある。とはいえ、上記の諸研究をレビューすること
で、一見したところ関連がありそうにみえて、実は我々の枠組みとの関連の薄
い理論上の問題点やテーマや意見――たとえば、能力と学力の区別、モジュー
ル性に関する議論、また、神経科学によって解決可能な「遺伝」と「環境」の
論争など――にかかずらわずにすむという利点はある。
　つまり、答えは他に求める必要があるということである（だからといって、
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むろん言語学がまったく役に立たないとみているわけではない）。非母語学習
に関する理論（さらにいえば、実践法）を開発する際にしばしば最も軽視され
るのは、学習条件について情報を提供する社会的背景の側面である。社会全体
の認識や表象が、特定の言語に対してさまざまなレベルで興味を持つ学習者の
感じ方に影響を与える段階、つまり転換点がどこかを知ることは重要である。
学習する言語を選ぶのに、根拠もなくその言語の特徴とされている点が選択の
理由になることは決してめずらしくなく、今なおまったく不合理な先入観や偏
見を耳にすることもたびたびである。たとえば、「これは難しい言語だ」ある
いは逆に「これは簡単な言語だ」など、「簡単だ／難しい」という考えは、あ
くまで目標とする習得レベル次第であり、ひいては学んだ言語で何ができるよ
うになりたいのか、また、モチベーションの程度がどれくらいか、つまり、言
語の学習にどの程度努力する意思があるかに関わる問題である。こうした「俗
説」の裏に隠れているのは、実は当該言語の話者についての価値判断、言い換
えれば、対象言語に結びつく文化についての価値判断である。たとえば、20
世紀の間フランスでは、学校でドイツ語を学ぶ選択をした生徒数が大きく変動
したが、その第一の理由がこれである。言語学習について考える際、従来参考
にされてきた分野――特に言語学――は、この種の現象について説明すること
はできないため、それ以外の分野に説明や改善策を求めることがどうしても必
要になる。まず、歴史学であるが、歴史的な変化や出来事は、文化や民族性、
行動様式、慣習がなぜそうなっているかについて情報を提供し、また、それら
を直接的に形成するという意味で、ある種の決定要因を示してくれるといえる。
これは哲学にもあてはまり、哲学のおかげでアイデンティティと他者性――す
なわち、自己と他者――という概念の複雑な問題にもアプローチでき、また、
普遍主義（無意識の自文化中心主義の場合も少なくない）の概念を相対主義（行
きすぎはかなり危険であり、そこにはまさに人類の存亡がかかる）に対峙させ
る議論を世に示すこともできるのである。
　言語の指導において、なぜ一部の教育制度は他よりも成功しているのかとい
う疑問を解くために、本書は、社会的なレベルでは、歴史学や哲学に加えて、
人類学や社会学での知見にも依拠している。これには、対象となるさまざまな
状況下での言語政策や非母語言語の実際の指導について知ること、また、それ
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らが歴史や伝統、社会的および文化的な考え方、政治的な願望に、どのように
関連しているのか（あるいは起因しているのか）について研究することなどが
ある。

第6節　複数言語の習得は「グローバル意識」を高めるのに役立つか

　複数言語を学ぶことで比較的直接に生じる結果の一つは、程度の差はあれ進
歩的な形で複数の文化に親しむこと、あるいは少なくとも、そうした複文化性
の意識が芽生えることであり、いずれも世界をどうみるかに関しての影響であ
る。言語学習がうまくいけば、自分自身や自分のアイデンティティ、自分の文
化に対する見方が変わる。なぜなら、言語学習に成功することで、自己認識や
文化的意識もまた高まるからである。すでに述べたように、言語は文化的アイ
デンティティと切り離すことができず、それゆえに非母語の学習と教授には、
文化的価値に関する判断と結果が伴う。少なくとも一定程度、複言語的および
複文化的になれば、上述のような文化的な意識が生まれるだけでなく、ある種
のグローバルな意識を育むことにもなると思われる（Noddings, 2005、第23章
参照）。社会レベルに加えて個人レベルでもグローバル意識が高まることは、

「ローカル／グローバル」弁証法の枠組みの中で、よりよい（と評価される）
グローバル化の実現へ、したがってよりよい世界の実現に貢献するための鍵と
なると思われる。さあ、夢をみようではないか。まだそれが禁じられているわ
けではないのだから……。

コラム 1.4   言語教育の成否を左右する「ドクサ」とは

　非母語教育がどの程度成功するかは、各国の学校制度によってさまざまである。

それはなぜなのか。なぜ非母語教育が他よりもうまくいく国があるのか。この疑

問に対する私の仮説は、非母語教育の成否は教育制度が存続させている言語教育

のドクサによって、部分的には説明できるというものである。ここでは、韓国と
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ドイツの二つの国に注目してみたい。

　ブルデューが説くように、「ドクサ」とはある社会で当然とされる事柄すべてを

さすが、そこには根拠のない思い込みや信念も含まれていて、それらが結局は社

会的制約を強めたり、存続させたりする力を持つことになる。各国の学校制度は

それぞれ異なるドクサの範囲内で運営され、そのドクサが非母語教育の成否を左

右するのである。

　例として、英語を非母語として教育する事例をみてみよう。ドイツでは、ほと

んどの州で生徒が英語を学び始めるのは、10歳前後にあたる第4学年で小学校を

卒業し、三つのコースのいずれかに進む時点である。ただし一部には、非母語教

育をもっと早い時期に（小学校で）開始する州や学校もある。小学校修了後の英語

の授業時間は、学校や学校内のプログラム次第で週に4時間からそれ以上とさま

ざまである。たとえば、私が教えているデュースブルグの学校では、学年の約3

分の1の生徒が受講可能な独立したバイリンガル・プログラムがあり、地理や歴

史、政治といった教科の中で追加の英語教育を受けることになる。これに対して

韓国では、小学校在学中のかなり早い時期から（場合によっては幼稚園からでも）

英語学習が始まる。多くの場合、親が子どものために家庭教師を頼んだり、放課

後の講習や塾へ行かせたりするのである。英語が競争率の高い大学の入試科目に

入っており、英語で高得点をとることが非常に重視されているためである。韓国

では、このように英語教育に膨大な資源が投入され、英語習得に大きな利点が伴

うにもかかわらず、多くの生徒が英語を話すことにはなお四苦八苦しているよう

に思われる。それに比べてドイツの生徒は、英語については授業時間も少なく、

大学入試のために良い成績をという圧力もあまりないが、英語を話すことに苦し

んでいるようにはみえない。これは、ドイツ語と英語が同じ語族に属しているた

め、ドイツの生徒にとって英語は習得も会話も比較的容易だからであろうか。あ

るいは、ドイツは地理的にイギリスと近く、観光やビジネスでドイツに訪れて英

語を話す人も多いからなのか。いずれももっともな説明ではあろうが、私はここ

で、英語習得の成果――特に、発話産出に関する成果――の差異を一定程度説明

できると思われる要因を、特に両国の非母語教育における授業の進め方とドクサ

に関して、一つ提示したい。
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　私の教えるドイツの学校では、他のクラスと同じく私の英語のクラスでも、授

業への出席率が修了評価の50％を占めており、出席しなければ成績はかなり下

がる。とりわけ、非母語のクラスでは出席して発話することが求められる。この

ため授業では、文学、歴史、政治、地理など、さまざまなテーマについて英語で

議論しようという空気が醸成され、生徒はお互いに、あるいは教員と英語で盛ん

に会話することになる。一方、韓国では修了成績に授業への出席率が評価対象に

なることは少なく、英語による発話にいたってはまったく評価対象にならない。

したがって、生徒は文の暗記や発表以外は、英語での発話を促されることも、自

分から行うこともあまりない。実際、韓国の生徒は文法問題、語彙の暗記、文章

（書かれたものや口述されたもの）の読解で高得点をとるような指導を受けており、

自分の考えを口頭で述べることを学ぶという点では遅れをとっている。この現象

は、両国にみられる特定のドクサによって説明ができるのではないだろうか。

　ドイツの学校文化は、相互のやりとりによる言語学習を行う環境を醸成するも

のであり、生徒は授業中、言語スキルを用いて生徒同士や教員との関わりを持つ

ような訓練を受ける。こうした環境では、多様な意見や視点が尊重され、また育

まれる。教員に質問したり異議を唱えたりするのは好ましいことで、知性の証と

さえみなされるのである。これに対して、儒教の伝統や価値観を持つ韓国の文化

では、教室での活動では教員がどこまでも中心である。鋭い質問で教員に異議を

唱えることは、教員の権威を疑い、体面（チェミョン）を汚すも同然の行為となる。

体面を保つことは、威厳、名誉、尊厳を守ることに等しい。つまり、生徒は教員

の面子を重んじて、教員の言葉を正したり異議を唱えたりはしにくいものと思わ

れる。もう一つ、韓国には「ヌンチ」という言葉がある。これは文字通りには「目

で判断する」という意味で、「無礼ではない適切な行動を選ぶにあたって、外に表

れた手がかりを読み取れるようになること」をいう。韓国では、生徒は高いレベル

の自己認識や自意識を持つように育てられるため、自分の言おうとすることが質

が高く重要なものである――その判断は教員が下す――場合にしか発言できない

とまで思っている。間違ったことや余計なこと、見当違いのことを言うと恥にな

るのである。このため、生徒は非母語の授業中にはなおのこと発言しづらくなる。

動詞や発音、文法などを間違って非母語を話すという失敗をすれば、自分のイメ
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注
1. 部分的にではあるが、一部の国々が20世紀に経験したこと（そうした国々は、教

育に関して、またもっと一般的には社会的レベルで、移民の流入に対処しなけれ
ばならなかった）は、現在の問題を考えるうえで有用である可能性がある。何か
を研究するのに、歴史を考慮すべき理由の一つがこれである（当然ながら、1920
～30年あるいは1960～70年に起こった問題と、現在起きていることとを混同し
てはならないが）。同時に、「深く根付いた」文化が関わっている場合（むしろそ
ういう場合が多いが）、その社会の経験したことを過去から遡って調べる必要が
ある。

2. OECD加盟国のほとんどでは、PISA調査によって、「外国生まれ」の移民1世あ
るいは2世である15歳について、「居住国生まれ」の生徒と比較した相対的な成績、
特に読解力（言語の運用能力に部分的に関連する能力）の成績に関する優れた情
報が提供されている。そこで目を引くのは、生徒の社会的背景のいかんを問わず

「居住国生まれ」のほうが必ず成績が良く、その点は各国間にみられる各種の大き
な差異を超越していることである。さらに、このPISA調査の結果（OECD, 2006）
を雇用に関する統計と比較すると興味深い。調査対象の16か国のすべてにおいて、

「居住国生まれ」と「外国生まれ」の間にしばしば1対2以上（少なくとも1か国
では1対3.3）という失業率の差がみられた。登録された就業率がこれを裏付けて
おり、2004年の移民の就業率は国によって50.2%から70.1％の間にある（各国間

ージを大きく傷つけかねないからだ。

　上記をまとめれば、非母語教育については、指導法や学校の体制、言語の同族

性に関する研究に加えて、当該文化のドクサが非母語教育の成否にどのように影

響するかを、いっそう詳細に調査する必要があるのではないかということである。

また、さまざまな国の非母語教育を継続的に比較し、相互に学び合うことも有益

であろう。たとえば、ドイツの学校は韓国の英文法指導の方法から得るところが

あるはずであり、一方、韓国の学校は、授業での議論をもっと増やして、発話力

を育むことが有益であろう。最後に、国際社会がますます相互の関係を緊密にし

ていくなか、21世紀の非母語教育がどのように進展するのかをみるのは、非常に

興味深いということを付け加えておきたい。

サミュエル・キム（Samuel Kim）（ドイツ／韓国）
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のはなはだしい差異が明らかである）のに対し、同じ状況下の居住国生まれでは
57.4%から77.4％の間である。

3. 非母語学習を考える場合、母語と対象言語それぞれの言語的特徴が果たす役割
についての技術的な問題があり、これに関しては本章では簡単に触れたのみであ
る（コラム1.4参照）が、それに加えて、本書全体でも残念ながら詳しく扱って
いないが、世界のさまざまな言語とリンガフランカの関係という問題がある。そ
の関係を探るには、まず第一に、どのような状況（言語政策であれ、教育／学
習の実践であれ）でどのように使用されているかを、できるだけ正確に明らかに
すること、また、その使われ方がどのような形で伝統や、社会的・文化的な考え
方、政治的願望に結びついている（あるいは起因している）のかを研究すること
が必要になる。さらに、アングロサクソン系の地域外での英語の教育と学習とな
ると、世界の各種言語と、現行のリンガフランカ（つまりグロービッシュ）の関
係が重要になる。言語の理解と表現は、それに付随する文化の理解と表現に直接
関わることから、まず次のような問いが生まれる。グロービッシュに「共通文化」
は付随しているのか、つまり、共通文化――現行のカルチュラフランカ（cultura 
franca）――について語ることはできるのかという問いである。もしできるとす
れば、それはどのようなものなのだろうか。英語につながる文化――より正確に
いうなら、一連の密接に関連する文化――は明らかに存在するものの、グロービ
ッシュにつながるカルチュラフランカを明らかにするのは当然ながら困難であ
り、またその表れ方は世界の国や地域によって大きく異なると思われる。あちこ
ちに仕掛けられたイデオロギーの陥穽にはまることなく、立ち位置を決めるのは

（存在について、あるいは当の共通文化についてさえも）不可能なようにもみえる。
この問題にはもう一つ、次のような側面もある。「グローバル化とともに、グロ
ーバル化した世界で英語の知識が『必須のもの』『既定事項』になっていくことを
考えると、英語学習の道具としての価値は誰にとってもかなり高くなるはずであ
る。その場合、内発的モチベーションの差異は特に成果に影響を及ぼすと思われ
る一方で、英語習得の道具的価値はほとんど関心を持たれない可能性がある。し
たがって、他の言語教授に比べて、英語を楽しく学べるようにすることは、英語
学習によって得られる利点を強調するよりも生徒の学習への興味を増すと考えら
れる」（Katarzyna Kubacka, 私信, October 2001）。

4. 「非母語」という用語は、個々人の言語学習過程を示す用語としてやや難解だが、
たとえば「外国語」など他の用語よりは適切として選んだ。他の用語は意味が曖
昧で、そのため多言語状況を正式に扱う場合には定義が難しい。

5. 「主な用語」の項に挙げた言語カテゴリーの示す複雑さを理解するために、居住国
とは言語も文化も異なる地域出身の親から母語を習得した子どもの場合を考えて
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みよう。この一家が住む地域に、その国の教育制度では公認されていない「地域」
語がある場合、その子どもは（家庭以外の環境に置かれると）たちまち母語とは
違う言語に直面することになるが、学校に行けば、そこで使われる学校言語は母
語とも地域語とも異なることになる。一方、リンガフランカもまた上記の3言語
とは違っている。その子どもにとっては、他のどの言語／文化も、すべて「自分
の出身ではない言語／文化」と思えるだろう。たしかにこれは極端な例だが、同
様に極端だが実際によくあるもう一つのケースは、子どもにとっての母語、学校
言語、リンガフランカが同一という場合である。

6. さらにもう一つのカテゴリーである「学校言語」は、今後、特に注意が必要とな
ると思われる。それは、学校や授業で使われる言語の習得（学習に成功すること）
は、他の言語の学習だけでなく、その後のあらゆる科目の学習にとって不可欠で
あると考えられるためである。したがって、母語の学習と学校や授業で使われる
言語の学習の関係は、両者が同一でない場合（母語が社会方言――特定の社会集
団が話す当該言語の変種――というのもその一つの例だが、この現象は他にもあ
る）、特定分野の研究テーマであるばかりか、ここ何年かのうちには将来性ある
大きな研究分野になる可能性がある。

7. この点については、2005年9月にコペンハーゲンで開催されたOECD加盟各国の
教育政策担当の政府高官の会議においても特に強調されている。

8. 本書ではほとんどがこの第二の側面を扱っており、第一の側面――他で数十年に
渡って広く研究されている――については、わずかに取り上げているのみである。
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