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70年代のコミュニカテイヴのアプロ-チ (CA)の登場は,言語教授の方法のみならず一言語教

育の全体像にも変革を迫るものであったOか｣キュラムとシラバス開発をめぐり､｢かくあるべき

姿が項底から覆るような激動の只申｣ 危 地emiddleof細bu且entandiconoc且as音icperiod)にあった
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という進展的局面(ev血 tionaTyphase)にある｣と明確に認識されるようになるO更に､Diffeさ招99割

は､80年代の北米におけるカリキュラム開発の動向をめぐって ､か ｣キュラム内容構成の多元亀

と融合に新局面を開いたカナダモデルと､言語能力レベル のガイドライン開発が進められたアメ

リカモデルの2つのトレンドが見られることを報告している｡

2i健紀に入った現在から振り返れば､その変革の結実は等80年代束から相次いだ各国/地域レ

ベルでの第二言語教育のフレームワ-ク,即ちナショナルスタンダ- ドやカリキュラムガイドラ

インの制定､または再構築Iをこ見ることができるOこうした言語教育フレ--ムワ-ク開発の動向と､

それぞれの国/地域の言語事情､政策との関わりについては2002年,第 iS回Ej本譜教育連絡会

議において,｢中等教育レベル日本語カリキュラム開発の行方--北米の動向を中心に-｣と建して報

告したO本稿では､これらフレームワークの構成 (学習目標 ｡シラバス構成要素などの記述)に

うかがわれる言語能力観を､cA出現前､60年代の｢伝統的｣言語能力観との比較において考察し､

更に､4言語技能 (L,S,R,W)の上位に立つ編成概念(organizer)として､複数のフレームワーク

(ALL:1988,ACTFL:1996,WCP:2001)に新たに登場した 3分割構成の概念モデル(ALLの

DimensionsofLa喝uageUse.ACTFLのCommunicativeModes,WCPのModesofCommtlnieation)

の意味するものと､現場での展開可能性について論じたい｡

1. ｢シラバスJI｢カリキュラムい rコ-スj

本題に入る前に､｢シラバス｣､｢カリキュラム｣,｢コース｣の定義について触れておく｡

｢シラバス｣と ｢カリキュラム｣の定義については､両者をほとんど同義に取り扱う立場から,

カリキュラムを学習計画の全体的､包括的､過程的概念とみなし､シラバスをその下位/部分的構

成要素の一つ､学習 ｢内容｣に限定する立場まで､各人各論､多種多様であることが繰り返し指

摘されている¢(Brumflt:1984,White:1988,Nunan:1988,Finch:2000等)白狭義には､シラバスは
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学習 ｢内容｣の選択と配列であり､教授法から区別されてきたが,CAの登場以降､process-oriented

のシラバスが出現するに至って､｢内容｣と ｢教授法｣が揮然一体化し､その区別が難しくなって

きている (Nunan:1988,p.52)ため､シラバスとか ｣キュラムを同次元軸におき,全体的過程 (カ

リキュラム)のどP)部分 (シラバス)に該当するかを規定しようとする議論は壁に突き当たる20

したがって､本稿では､｢シラバス｣は学習についての理念､すなわち､デザイナー (それが教

師であれ､学生であれ)の目指すべきもの-言語能力は何か､そこへ至るにはどうすればよいのか､

という信念を反映し､｢カリキュラム｣は学習の具現化の過程を､｢コース｣は特定の具体例を指

すものと定義して､論を進める｡

2. シラバス構成に見る言語能力観の変遷

2-1. 60年代の言語能力観

【図1】60年代の言語能力観
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【図 1】に見るように､60年代の言語教育において

は､言語をマスターするとは言語知識 (文法､語柔､

発音､表記などに関する知識)の定着であり､定着

は言語技能､すなわち L,S,良,W の 4技能使用の訓練

を通じて実現されると考えられていた (例えば､

ca汀011:1961,L礼do:1961) 0 ｢れんが (block)｣を ｢積

み上げ (building)｣るという言語習得と建築のアナロ

ジーは､この時代に支配的だった構造主義的言語能

力観を反映している｡

2-2. 模索期 :70-80年代

70年代に入って､｢言語をマスターするためには何をどう積み上げていけばいいか｣から ｢そ

の言語で何ができるようになりたいか｣に関心が移る｡更に､｢だれが｣できるようになりたいの

か､という問いは主体としての学習者への注目､主体者ニーズの重視へ､｢何が｣できるかという

問いは､｢どんな場面でどんな仕事が｣という言語使用/行動場面や特定タスクの特性分析に､ひ

いては場面コンテクス トやタスク遂行に求められる知識､技能の追究につながる｡ここでいう知

識や技能は行動志向であるために､｢純｣言語的 ("pure"ling山stic)な枠を超えて､より一般的

に､社会的,認知的､メタ認知的に範囲を広げていく｡その広がりを､新フレームワークの構成

要素の多元化に見ることができる｡

2-3. 新第二言語教育フレームワークーALL (1988)からwcp (2001)まで-

ここでは､80年代以降のフレームワーク構成上の新傾向を探るために､年代順に以下の 2カ国､

3地域の5例を概観する｡
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D オ- ス トラ リ ア -ALL (1988)【図 2】

【図2】互ニス トラリア-ALL(1988)
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ALL H988,p｡3)においては､シラバス構成要素

(syllabusconten+Jcomponentsofsyiiabus)は､言語学習

の 5ゴールからアクティビティタイプまでを含んで

いる｡すなわち､どんな言語能力を目指して,どう

学ぶのか,までが｢シラバス｣内に規定されている05

つのゴールは融合的に絡み合い..アクティビティは

言語使周の目的に合わせて 6タイプに範噴化され､

3つの言語使用相 (difrlenSionsof且anguageuse)の枠

組み内に位置付けられる｡

2)東部カナダ-NCFS 購90) E図3望

stemti983a)の提案_,多元的か ｣キュラムモデル

に基づき､a)コミュニケ-ションまたは経験シラ

言語教育シラバスの 4シラバスから構成されるo

a)のコミュニケ-ションまたは経験を通じて､

bト由)のシ ラ バス内容が消化されていく0

3)アメリカーACTFL H996,1999)∈図4∃
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ACTFL H996) で は､ス タ ンダー-ズの構成

(oTgamization)は,互いに絡まりあう5つのゴ-リレ

東城 (goa且area)に､7つのカ リキュラム要素

curricui訂 Eiementsが織り込まれて形成されるOス

タ ン ダ - ズ に 先 立 つ ACTFL Proficiency

GuidelinesH983)が到達目標レベル記述の構成に 4

言語技能を採用していたのに対し､スタンダーズで

は新たに 3つのコミュニケ-ションモー ドという

枠組みを､より包括的で､コミ_pl_ニケ-ション行動

の内容重視の姿勢にふさわしいものとして提案している｡各コミュニケーションモー ドの下

に､タスク遂行に必要な言語技能3が組み合わされる｡

4)英国イングランドーMFL (1999)【図 5】

ナショナルカリキュラム全科目共通の学習プ

ログラム記述構成､｢知識十 ｢技能｣･｢理解｣は,

MFL すなわち､現代言語科目においては 1)

言語の知識獲得と理解､2)言語の技能4,3)言

語学習の技能､4)文化的気づきの4項目として
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示され､これらの発達を保証するために 5)学習の幅 (アクティビティの形態や言語使用の

目的のバラエティ､親しみやすいトピックの選定､多彩なメディアの使用､他教科内容の組

み入れなど)が具体的な学習活動のあり方を導く｡到達目標のレベルは､4言語技能5に分け

て記述される｡

5)西部カナダーWCP(2001)【図 6】

wcp(2001)では､言語学習の目標 aimとしてコミュ

ニケーション能力 (communicative Competence)を

掲げる｡ この能力の成長過程は､4つめ構成要素

(components)､すなわち､a)Application､b)Language

Competence､C)GlobalCitizenship､d)Strategiesが融合

的に､スパイラルに発展していく姿としてイメージ

されている｡そして､Outcomes(学習言語を使って

何ができるようになるか)の記述構成のために､3つ

のコミュニケーションのモー ドを提案する｡

【図 7】には,ALLからwCPまで､4つのフレームワークの構成要素のマッピングを試みた.

用語は異なれど､構成概念には明らかに共通性が認められる｡また､【図8】は､新旧の構成要素

の対比を単純化して図式化したものである｡

以上,見てきたように､新フレームワークの構成は､1)言語能力観の多面化6､2)構成要素の

多元化7,3)｢外 (extra)｣言語的構成要素8の登場､4)要素間の融合性の強調､5)4言語技能の

上位に置かれた 3つの編成概念の存在によって､特徴付けられている｡

3. 3つの編成概念と4言語技能

伝統的4言語技能の上位枠組みとして､ALLでは3つの言語使用 ｢相｣(dimension)が､ACTFL,
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wcpにおいても､同じく3つの ｢コミュニケーションモード｣という概念が提案されているoこ

の三者のうち,wCP のモー ドは用語に若干の差異がみ られるとはいえ､その内容記述

(wcp:pp｡617)を見る限りACTFLのモードと同一視してよいため､ここではALLの言語使用相

とACTFLのコミュニケ-こションモードを取り上げてその異同を論ずるO

表 i:言語使用の3つの編成概念

ALL (1988 )

ACTFL(1996)

WCP(2001)

言語使用の相 極 terpersonaiUse 極 formationaiUse 巨Aesthet主C,Use

コミュニケ- ショ interpersona呈

ンのモード 日nteraction 蜘erpretive

hterpretation
Presentatior!a!

Production

ALLでは言語使用をその機能に従って 払!e呼eTSOriai,Lyl_fomriaをional,Aes払eticの三幸削こ分割する｡

更に,この 3つの使用相の下にアクティビティゥタイプ6種が分類され､各アクティビティやタイ

プごとに必要な 4言語技能が配置､規定されている｡ここにはIu概念的にも､用語的にもb社会

言語学派による言語行動の機能分析9の影響がうかがわれる告

これに対し､ACT欝Lの3モーードの観念は､タス,P遂行に必要なコミュニケ- LI/ ヨ ンの モ - ド と

して定義されている (Brechも&Wa且ion:1995,ppl絡 ま且封.コミニユニケ-ション は､まず願人間の

意味交渉が活発なモー･ド "貰弘もerpeTSOAna遷"と､不活発なモードに二分されるO二更に､後者の､直接

的意味交渉のないモ- ドは勺受容 (如e呼i-若鮎e)と産出 勧ese地 軸r融 の-=Hrjに分かたれ る｡ こ

こ にはモ畏ま日量dayの機能文法iOにおけるコンテクスト層のモ-一-ド概念との近似性が認められるo

ALLの3相分類が言語便周の目的に基づいていたのに対し､ACTFLの3モ-ド分類は､言語使

用場面における意味交渉の有無に関わる主体と関与者のあり方､使用される言語チャネル､媒介

手段に着目した概念であるO範癖化の基準が異なるため､両者の分類にはずれが生じるOしかし､

両者ともに､言語を個人内の静的な知識体系と見るのではなく､個人を超えた社会とのかかわり

において動的に捉える点では共通している｡この行動志向は､60年代のシラバスに顕著だった｢純｣

言語性への拘りを脱して､｢外｣言語的な要素を学習に取り込み,融合させていくという新フレ-

ムワークの構成要素の特徴にも通底するものである｡

4. 言語使用のr3相｣あるいはL-3モード_fの現場における展開可能性

ALLも ACTFLもそれぞれが国家レベルの言語学習の枠組みであり,国内の各州､各地域､各

学校における教育水準 (コースが目指すべき言語能力､学習の各段階で到達すべきレベル)を統

一することを目的に制定されたO

しかし､豪州の場合も､米国の場合もt,各州版のフレームワークや各地域 ･学校のか｣キュラ

ム､コースデザインに現れる編成概念は4言語技能であり､3使用相でも3コミュニケーションモ

ー ドでもない｡新フレームワークがその言語能力観に基づき提案した言語使用の 3分類は具現化

レベルに至ると消えてしまう｡現場でのなじみの薄さや､教授や評価の局面での扱いの難しさが

その原因なのだろうと推測されるが､慣れや,取り扱いの工夫によって障害は除かれ､やがては
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現場に受け入れられていくのだろうか｡それとも､本質的に受け入れがたい敵前が､理論的枠組

みと現実の間に存在するのだろうか｡

モードがコースシラバスの編成概念として有効に働くにはどういう条件が必要なのだろうか｡

【図 10】は､筆者が現在関わっている学術日本語研修のコースデザインである｡

独立行政法人国際交流基金関西国際センターは､

1997年の開所以来､専門日本語研修を大きな柱とし

ており､その中には人文系の大学院生や研究者のた

めの学術日本語研修コース(2ケ月､4ケ月､8ケ月の

3コースを提供)も含まれている｡初級修了程度の既

習者を対象としているが､実際には､参加者の日本

語レベルは初級前半から上級までばらつき､必要と

される日本語能力も研究活動の方法や段階によって

異なるため､コース期間中にどんな能力をどの程度

まで伸ばすことができるかは一般化できない｡また､

専門分野が異なるため､分野別のニーズには個別に対応するしかない｡こうした制約に各回のコ

ースデザイナーは頭を悩ませ､試行錯誤を繰り返してきた.上のデザインは2002年度版で､それ

までの担当者の努力と工夫の集積である11O

ここには､日本語の基礎造りをする初級レベルでは 4言語技能が､学習が進み､日本語を用い

た活動の現実性が増すにつれ､3つの研究活動の相が､編成概念として採用されている｡後者の 3

概念､a)情報収集､b)情報交換､C)情報整理 ･発信は､コースの｢研究活動｣という行動志向性の

表れである｡情報を中心に据えた分類はALLのinformational相の着想と相通じ､意味交渉の有無､

媒介手段としての言語の様態への着目は､ACTFLのコミュニケーションのモードと通い合うO

その類似を視覚的に示すために､【図 11】には三分

割の補助線を入れ､英語で対応するモ-ド名を付し､

4言語技能から3研究活動モードへの移行を支える活

動技能シラバスの層に､活動ごとの4言語技能の組み

合わせを配置してみた｡この図に見るように､ここで

三分割されているのはコミュニケーションではなく､

研究活動であり､初級レベルの｢4言語技能｣が､外延

的に活動のための技能に変容し､｢3モード｣に切り替

わっていくようデザインされている｡

では､この4言語技能から3研究活動モードへの移行はなぜ起きるのだろうか｡

言語を使うためにはまず素材である言語を学ばなければならない｡初級レベルで働く 4言語技

能が言語を学ぶための枠組みとすれば､モードは言語を使って何かをする､行為の枠組みである｡

素材の獲得から素材の利用へ,言語学習から研究活動へと移行していく過程で､モードは効果的

に作用するようになっていくO

このデザイン例は､モ-ドの有効性がactionl0rientedのコ-ス､あるいは学習段階に認められ

ることを示唆している｡
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上の2.-3に概述した第二言語学習の新フレ-ムワークの主なターゲットは初中等教育段階であ

る｡その現場のほとんどが､はじめて ｢外国語｣を学ぶ子供たちを対象とした初級レベルコ-ス

であることを考えれば､フレームワークの行動志向_.外延的な言語能力観が反映された .3編成概

念が具現化の過程で消失し､替わって言語を学ぶための4言語技能が登場するというのも納得で

きZL

勤的な言語能力観を反映したシラバスが学習の全過程を貫くとしても､その具現化のあり方が

どの段階でも同一である必然性は無いO構成要素間のバランスと方法論もまた､学習目的や段階

に応じて､あるいは環境に応じて強弱がつけられたり組み合わされたりしていく｡言語能力観の

変遷が突きつけた新たな挑戦の前に､コ-スデザインの課題も､そしてまた､醍醐味も､深みを

増 しつつあるO

1オ-ストラリアのAustraiianLanguageLeveュsGuideline(以下ALL血豆98恥 東部カナダの Nationai

CoreFrenchStudy(以下NCFS.呈99恥 アメリカのACTFL(アメリカ外国語教育協会)による Standards

f0㌢ForeignLanguageLeaning(以下ACTFLS盲an血rds.総論 ;呈9弧 含む各語論 ;旦999)､英国イン

グランドの中等教育周か ｣キュラム ModemForeignLanguagesニTheNa如拙旦CurTicu旦umfor

England(以下MFL.旦999)､西部カナダのWesiemCanadianPTOもoeo膵TameWOrkfoT地ernationai

Languages(以下wcp_200抹 Counci呈ofEurope(欧州理事会)のCommonEuropeanFramework(以下､
CEF.2002)､などO

2事実､シラバス-学習内容という狭義解釈を前提として試みられたシラバスタイプ記述を何を選

択し､それをどう配列すべきか)は､プロセスやシラバスに至って記述方法の変更を余儀なくされ

る (針een:i987a藩 Nunan:1988)Oプロセス由シラバスの｢逸脱性j 鰻reen:i98撒 i66)は､D F何

を学ぶか｣に当てられていた焦点が方法 ｢どう学ぶか｣に移行しゃ2)｢柄を｣｢どう｣学ぶかの選

択と配列の決断が教師から学習者の手に移ったために､3)デザインという行為の意味､すなわち､

学習開始前に学ぶ事柄､方法が定められているべきだという前提が失われたことによって生じる｡

3伝統的な4言語技能の組み合わせに､inもefpreiiveモ-ドではⅥewingが､productiveモ-ドでは

Showingが加わっているC
4 ここでいう言語の技能の例には､情報の取り方,会話の進め方､言語の場面による使い分けな

どが挙げられており､伝統的な4言語技能というより言語使用ストラテジーに近い0

5 ただし､受容のLとRにおいては､Respondingが付加され､伝統的な4言語技能に若干の修正
が加えられている｡

6 中核となる習得されるべき ｢言語｣のイメ-ジは､静的な知識体系から､過程と結果を持つ動

的なコミュニケーションへと変化している｡

7但し､｢文化｣は新要素ではない｡言語教育における｢文化｣的要素の重要性は夙に意識され､公

教育内で実践もされてきた (例えば､stern1983:247は第一次大戦中の英国の例を挙げている)

ものの､言語学習の添え物的､あるいは言語シラバスに平行して線状に走る副シラバスとしての

扱いがほとんどだった｡

8例えば､｢ストラテジー｣や ｢一般的知識｣｡

9Stem (1983b,p.224)には､B血ier(1934)からJakobson(1960),Searle(1969),Robinson(1972),
Halliday(1973)に至る言語使用の機能一覧があり､ここに､ALLに挙げられた機能との重なりを見

ることができるOまた､hterpersonalとhformationalは､M.A.K HallidayのSystemicFunctional

Grarrmar(機能文法)の3つのメタ機能のうち､｢外extraJ言語的なhterpersonalとIdeationalの機
能立てに近似しているoAestheticは概念､用語ともRobinson(1972)と同類.

10M.A.K Hal1idayのSystemicFunctionalGrammar.については､以下のサイ トを参照した｡

http://wa等SOft/SystemicS/Definition/definition.html.
11モード分類は無いが,大隅 (2003:92)に本稿に引いた図10:｢研究活動と日本語｣の原型を,

中込(2003:111)の ｢5つのゴール｣に ｢情報収集上 ｢整理｣､｢発信｣の研究段階への着目をみるこ

とができるOこれに ｢情報交換｣を加え､3相構成にしたのは今井寿枝専門員の提案(同僚談)O
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