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訳者あとがき

第 2言語習得（Second Language Acquisition＝SLA）という分野は，1960年代後
半から発展した比較的新しい分野ですが，世界的にはかなりの影響力をもってお
り，アメリカ，イギリス，西ヨーロッパなどでは，言語教育政策，外国語教授法
などに多大な影響を及ぼしています。しかし，その影響力は日本ではまだ不十分
で，相変わらず，文法訳読方式や，その擁護論が幅をきかせています。
その詳細については，白井（2008, 2012）などに詳述したので，そちらに譲りま
すが，ここでは第 2言語習得，応用言語学の分野のここ 50～60年の流れを大雑
把にまとめておきます。
まず，長きにわたって外国語教授法の中心だった文法訳読方式では外国語が使
えるようにならない，という現実の反省にたって，より科学的なアプローチを模
索した結果，1940～60年代，当時の主流だった構造主義言語学，行動主義心理
学にもとづくオーディオリンガル教授法が一世を風靡しました。（日本にも輸入
され，オーラルアプローチと呼ばれました。）しかし，このドリルや暗記を中心
とした教授法は，口頭練習中心であっても，文法，音声などの「形式」中心であ
るということに変わりはなく，その意味で外国語が実際に使える学習者を育てる
ことはできなかったわけです。たとえば，オーラルアプローチで，先生が，「I’m 

a student.はい，否定文」と言って，生徒が，I’m not a student.と言えば正解です
が，これは意味を考えなくてもできます。生徒は studentなのに，I’m not a stu-

dent.と言わされる。また，He’s an anthropologist.→ He’s not an anthropologist.と 

いう変換練習も，意味など考えなくてもできてしまい，実は anthropologistの意
味など考えない方がうまくできそうです。
以上の失敗に対する反省をもとに 1970年代に応用言語学者，SLA研究者が出
した答えは，それまでの「形式中心」をやめて，「言語を初めから意味を伝える
ために，コミュニケーションの手段として使って教える」というものでした。こ
れが，コミュニカティブ・アプローチです。
言語を使うことがなぜ難しいかというと，ものすごいスピードで流れてくる音
声言語を瞬時に意味に結びつけて理解し，さらに，スピードをつけて思考を言語
音声に変えて話さなければならないからです。これはいくら文法を勉強して訳し
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ても，オーラルで文法ドリルをやっても，できるようにはなりません。最初から
言語をコミュニケーションの道具として，意味を伝える（理解でも産出でも）ため
に使うことを授業の中心的活動に据えることで，実際に言語を使える学習者を育
てよう，としたのがコミュニカティブ・アプローチです。
コミュニカティブ・アプローチ（特にイギリス系の Communicative Language 

Teaching）そのものは，第 2言語習得研究とはあまり関係なく，応用言語学的必
要性から生まれたものですが（Shirai 1997，白井 2011, 2014参照），やや遅れて，
第 2言語習得理論も外国語教育に影響を与え始めました。その代表が Krashenの
理論で，彼のインプット仮説にもとづき，いわゆる「理解中心の教授法」が影響
力をもちはじめました。一方，アウトプットも重視するインターアクション仮説
（Long 1981, 1996など）もコミュニカティブ・アプローチの理論的基盤となり，
応用言語学の世界では，コミュニカティブ・アプローチが全盛となったわけです。
しかし，その後，研究者の間でも教師の間でも，インプット，インターアクシ
ョンだけでは，言語の正確さ（特に文法的正確さ）が身につかない場合がある，と
いう認識が高まり，フォーカス・オン・フォーム（Long 1991）や，形式に焦点を
おいた指導（form-focused instruction）が，コミュニカティブな言語教育という枠組
の中で模索されるようになりました。
日本の外国語教育は，世界の潮流から取り残され，相変わらず 1950年代以前

の世界にいる人もかなりいるという印象を受けます。また，コミュニカティブで
教えている人たちも，なぜコミュニカティブなのかよくわからず，ただ生徒が喜
ぶからとか，文科省がそういっているから，という場合も多いようです。（もち
ろんそれでも結果が出ればよいのですが。）問題は，日本の外国語教育はアカウ
ンタビリティがないということです。唯一あるとすれば入試なのですが，入試は
使える外国語能力を測っていない場合が多く，スピーキングが測られることはほ
とんどありません。結果として，使えるようにならない外国語学習者を多数生産
し，それをさまざまな理由をつけて正当化するということを戦後ずっと繰り返し
ているわけです。かわいそうなのは学習者です。言語はコミュニケーションの道
具であって，学者や教師が文法を教えて楽しむためのものではないのです。
このような現状を変えるには，まず，関係者が第 2言語習得に関する事実や理

論を理解することが大切です。その上で，目の前の学習者にとって何がよいのか
を考えていく。特に重要なのは，学習者は教師が教えないことも，インプットと
インターアクションにより，自然に習得するという事実です。このことがまず多
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くの教師や学者には理解されていない。また，誤りを犯すのは当たり前のことで
あり，多くの誤りは徐々に減っていくという事実もそうです。最初から正確さを
100%要求したら話せなくなってしまいます。特に日本人は他人の目が気になる
ので，間違えるくらいなら，黙っていようということになってしまいます。「最
初から正しく」ではなく，「最終的に正しく」話せればよいのです。また，どん
な教え方をしても，身につくのが遅い項目もあることを教師は知るべきです。英
語の 3単現の -sは普遍的に難しいということもわかっています。それを中学 1

年生が最初から完璧に使えるように要求するのは無理な相談です。
このような，第 2言語習得の基礎知識，またその外国語学習・教育への応用を
日本の読者に紹介する目的で，本書 How Languages are Learnedを日本語に訳し
ました。著者ライトバウンとスパダは，SLAの黎明期から，特に外国語教育に
直接関わる「教室研究」に多数関わってきた第一人者です。本書も 1993年の初
版以来，改訂を重ね，この日本語版は原書第 4版（2013）にあたります。英語圏の
多くの外国語・第 2言語教師教育のコースでテキストとして使われており，翻訳
も中国語版，韓国語版，ブルガリア語版がすでに出版されている，いわば決定版
ともいうべき SLAの教科書です。英語のみならず，その他の外国語の教科教育
法，また日本語教授法のテキストとして最適です。

SLAは，外国語教育に最も密接に関連した研究分野です。まだわかっていな
いことが多いとはいえ，第 2言語習得過程がすべてわかることは永遠にないので
あって，ある段階で科学の成果を応用することは，教育に携わるものの義務でし
ょう。50年前は治せなかった病気も，科学の発展により治せるようになり，命
が救われている人も多いですが，もちろん医学でも全てがわかっているわけでは
なく，試行錯誤を繰り返しているわけです。だからといって，それを応用しない
という人はいない。医学の場合は命にかかわり，また苦痛というものがあるので，
medical scienceの応用に反対する者はほとんどいませんが，言語教育の場合はビ
リーフや思い込みが幅を利かせる部分がまだ多く，憶測にもとづく反科学主義，
反知性主義的言説がまかりとおる傾向があります。それで苦しむ人も多いのに。
上述のように，他の自由主義諸国（西ヨーロッパやアメリカ・カナダ）では，応
用言語学者や，SLA研究者が外国語教育や言語政策の制定に多大な影響を与え
ています。1970年代のコミュニカティブ・アプローチの導入に始まり，現在で
はほとんどの外国語教師養成課程で SLAが必修になっています。（一方東欧やロ
シアでは，相変わらず，文法訳読方式が好まれているという話です。）
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なぜ，日本ではコミュニカティブ・アプローチが広がらないのかには，いろい
ろな理由がありますが，アメリカの大学では，結果を出さないと（つまり，学生
が日本語なりスペイン語なりができるようにならないと）責任をとらされるとい
うことがあります。テニュア（終身在職権）を取得する前だと，職を失うことさえ
あるのです。だからアメリカの大学の外国語教育は週 4時間で 6～7カ月もやれ
ば基本的な会話はできるようになります。カーネギーメロン大学の日本語は，ゼ
ロから始めて週 4時間で 3カ月ちょっと勉強すれば，15分会話ができ，2，3ペー
ジのかな漢字まじりの手紙を書けるようになります（白井 2012参照）。学生も教
師も結果を出すことを求められるのです。日本の大学生で 15分英語で会話がで
きる人がどのくらいいるでしょうか。もちろん日本人の高校生でも，それなりの
指導をすれば，かなり長い会話ができるようになる（太田 1997）し，それ以外に
もすぐれた実践はいくらでもあります。普通高校の生徒が世界ディベート大会に
出場するわけですから。言語をコミュニケーションの手段として教えれば，それ
は可能になります。
言語を知識として教えるだけでは，言語が使えるようにならないのは当たり前
です。これは「宣言的知識」（もしくは明示的知識，Krashenの「学習 learning」）
として，実際に何かをする「手続き的知識」（暗示的知識，Krashenの「習得 ac-

quisition」）とは区別され，この 2つは脳内の別の部位で処理されます（白井 2013a

参照）。よって，いくら宣言的知識を与えても，使えるようにならないのです。
だから，最初から使える「手続き的知識」として教えるのが前述のコミュニカテ
ィブ・アプローチなのですが，これがあまり日本では広がらない理由は，上述の
ように（1）使えるようにしなければならないシステム的要請があまりないことと，
（2）その教え方が（教師養成の不備のために）あまり知られていないため，だれで
も教えられる文法訳読がなくならないこと，そして（3）宣言的知識は一発で身に
つくが，手続き的知識は身につくのに時間がかかるということです。学校の先生
も予備校の先生も，生徒も，すぐその場で手に入る知識が欲しいので，宣言的知
識を教われば，表面的に満足してしまう。それだけでは使えるようにならないに
もかかわらずです。
英語教育に関していえば，「使えるようにしないといけない」という動機づけ

を高めるために，大学入試に TOEFLを入れるという考え方が出てきました。最
新の TOEFLはスピーキングも含めて 4技能を評価するので，実際に使える能力
（つまり手続き的知識）がないと，点はとれません。方向性としてはいいのですが，
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TOEFLは難しすぎて，日本の高校生の英語力を弁別できないから，全員に受け
させるテストとして使えないことは目に見えています。おそらく，韓国と同様，
日本独自に開発したテストが必要になります。日本の高校生の英語力を弁別でき
4技能を同等に扱うテストが大学入試で主流になれば，英語教育は大きく向上す
るでしょう。（ただし，入試に対応するために文法訳読方式がいいという考えも
神話にすぎません。逆に，多読，多聴を中心としたコミュニカティブ・アプロー
チは入試対策としても有効です。詳細は白井 2012，第 5章参照。）
前述のように，SLAの流れでは，70～80年代は Krashenを中心に，「コミュニ

カティブ・アプローチで，文法形式も習得できる」という考えが主流でしたが，
90年代から，「やはり，それだけでは，形式的正しさが身につかない」という認
識が広がり，その結果，「コミュニカティブ・アプローチを基本としつつも，形
式にも注意を向ける」という考え方が主流となりました。しかし，個々の言語形
式をどのように指導したら効果的かという点に関する研究は残念ながらまだあま
り多くありません。
そこで，日本の外国語教育研究において，「（日本人の）学習者にとって，どの
ような言語形式がインプット，インターアクションだけで習得され，それだけで
は習得できないのは，何か」を明らかにしていくことが，まず第 1段階として望
まれます。イマージョン教育における言語習得を調査する，学習者コーパスを分
析するなどによって，ある程度のことはわかるでしょう。そして第 2段階で，
「インプット，インターアクションだけでは習得できないものをどのように指導
すればよいか」を，これもデータにもとづいて研究する。現状は，なんでもかん
でも教えているので，インプット，インターアクションに使う時間が限られてし
まうのです。何も教えなくても身につく項目は多数あるので，このような 2段階
の研究課題を進めていけば，現状は大きく変わり，外国語が実際に使える学習者
を大量に生み出すことが可能になるでしょう。（もちろん，コミュニカティブ・
アプローチの導入が前提となりますが。）
訳者は以前から，「大量のインプットと少量のアウトプット」を推奨してきま

したが，どうもこれが誤解されているようなので，最後にその意図を明らかにし
ておきたいと思います。まず，ここでのインプットというのは，英語を聞いて
（読んで）メッセージを理解することであり，英文和訳などは含みません。またア
ウトプットは，自分の言いたい内容を頭の中で組み立てて外国語で言う（書く）こ
とで，音読やシャドウイングは厳密にはアウトプットではありません（白井
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2013b）。（もちろん，音読やシャドウイングに効果がないと言っているのではあ
りませんが。）自分はインプットはたくさんあると思っている学習者が多いです
が，実はアウトプットだけでなく，インプットも決定的に不足しているのです。
それから，「少量」のアウトプットというと，アウトプットをしないでもいいと
いう解釈もされてしまうようなので，「大量の L2インプット理解と，適量のア
ウトプット」を外国語教育の基本的原則として推奨したいと思います。
昔は医学も発達しておらず，適当な　――　ひどい場合は迷信にもとづいた　――　治

療が横行していました。教師も学者も財界も，外国語学習に関する基本的事実さ
え知らずに憶測で議論する時代は終わりにしなければなりません。それが次の世
代に対する我々の責務です。

2014年夏

訳者を代表して　白 井 恭 弘
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