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中国語系および英語系日本語学習者の母語の

表記形態が日本語の音韻処理に及ぼす影響＊

広島大学　玉　岡　賀津雄＊＊

目　的

　中国語を母語とする日本語学習者の漢字知識が，日本

語における漢字の習得に何らかの影響を与えることは，

日本語教育にかかわった経験のある教師でなくても，予

想できるであろう。一方，英語を母語とする日本語学習

者であれば，母語のアルファベットの影響から，ローマ

字表記の日本語の方が仮名や漢字表記の日本語よりも効

率よく理解できるのであろうか。言いかえるならば，日

本語学習者の母語の‘表記形態（scdpt）’は，日本語の

単語や文章の認知処理にどのような影響を及ぼすのであ

ろうか。本研究では，中国語もしくは英語を母語とする

初級レベルの日本語学習者を対象に，日本語の音韻処理

における母語の表記形態の影響を考察した。

　まず，中国語系日本語学習者（以下，中国語系学習者

とのみ記す）については，中国語と日本語の漢字におけ

る書字的な類似性が挙げられる。菱沼（1983，1984）に

よると，中国語の現代通用漢字は，少なめに推定して

7，250字くらいだとしている。さらに菱沼（1983）は，

双方の言語間で共通して使われている漢字数を調べてい

る。それによると，日本語の1，945字の常用漢字に相当

するのは中国語では常用字彙であるが，中核となるのは

約2，300字である。この内，日本語と同じ書字の常用漢

字は1，558字（80．1％）である。常用字彙全体の約4，000
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字のうち，日本語の常用漢字と共通しているのは，

1，908字（98．1％）である。つまり，中華人民共和国で

教育を受け大学に入学している学生の場合，簡体字によ

る漢字の書字的な違いを考慮しなければ，約98％の日本

語の漢字を既に中国語で知っていることになる。

　例えば，中国語でも日本語でも，‘注意’という単語は，

漢字二つで書かれる。しかもこの場合，漢字の書字が同

じであるばかりか，意味も同じである。したがって，中

国語を母語とする日本語学習者に対し，この単語を視覚

的に提示すると，意味が容易に理解できる。しかし，

‘ちゅうい’と平仮名で提示すると，母語の漢字知識が

利用できなくなり，漢字表記の場合ほど速くは意味が理

解できなくなる。

　また，書字的・意味的な類似性ばかりでなく，音韻的

な類似性も日本語の音韻処理に有効に作用するのであろ

うか。中国語でも，‘注意’は，／zhu4yi4／（北京標準

語のピンイン標記〉と発音される。これを，日本語の

／tyuR　i／（音素標記）と比べると，母音が2つとも同じ

であり，双方の発音が類似している。そのため，中国語

系学習者は，音韻処理においても漢字に関する母語の音

韻的な知識を有効に使えるのではないかと思われる。実

際，母語の中国語と学習対象である日本語の漢字の発音

とが類似している場合には，漢字二字熟語の書字的な記

憶保持が効率的である（呉，1999）という報告もある。

また，類似した発音を有する漢字の方が異なる発音を有

する漢字よりも迅速に発音される（茅本，1994）。これ

らの先行研究を見る限り，両言語間の音韻的な類似性は，
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日本語の音韻処理を促進（facilitate）するように働いて

いるようである。

　一方，母語である中国語の音韻的特徴が第2言語であ

る日本語の音韻的な知覚にマイナスに干渉するという研

究も見られる。例えば，日本語を学習している中国語母

語話者の促音の知覚が，日本人母語話者と異なっている

という研究がある（西端，1993）。それによると，中国

語母語話者は，促音を含む3拍語を，短い閉鎖持続音で

3拍であると判断していたと報告されている。また，広

東語話者が日本語の長音または擾音を含む音節を発音す

る場合に，拍感覚ではなく広東語の音節感覚で捉えてし

まうと，下降調ではなく平板調で発音してしまうことも

指摘されている（野澤・重松，1998）。このように，音

声・音韻的な特徴については，中国語と日本語の間には，

かなりの隔たりがあり，日本語を発音する際に，中国語

からの干渉がある程度生じるようである。

　さて，‘注意’をローマ字で表記した‘chui’は，中国

語を母語とする日本語学習者には，不慣れな表記形態で

あるため，発音が遅くなる（玉岡・メンツェル，1994；

T㎜aoka＆Menze1，1995）。さらに，北京標準語を話し，

中国語の音素表記であるピンインを習得している日本語

学習者に対しローマ字表記の日本語を読ませるとどうな

るのであろうか。ピンインとローマ字が同じ書字素で

あっても異なった音素を示すことが多いので，双方の表

記形態問で干渉を起こし，かえってローマ字から音素を

読み取ることが困難となることさえある（玉岡・メン

ッェル，1994）。

　一方，英語を母語とする日本語学習者は，漢字の読み

書きが苦手であることが多い。英語系日本語学習者（以

下，英語系学習者とのみ記す）は，中国語を母語とする

日本語学習者と異なり，母語で漢字を習得していないた

め，漢字知識は存在せず，すべての漢字を新しく学習す

ることになる。そのため，単語の記憶において，漢字表

記よりも発音から入る方が先行し，結果的に漢字表記よ

りも平仮名表記の方が速く正確に理解されたり，発音さ

れたりすると思われる。語彙性判断課題（lexicaldecision

task）を使った玉岡の研究（1992）でも，英語系学習者

は，平仮名表記の単語の方が，漢字表記の単語よりも，

正しい日本語の単語であるかどうかの判断が，迅速で

あったことが報告されている。これに対して，日本語母

語話者の場合には，漢字表記の方が平仮名表記よりも語

彙性判断が迅速である（例えば，齋藤，1981；御

領，1987）。この結果は，英語系学習者が単語を記憶す

る際，平仮名による音韻的知識を用いていることを示唆

している。

　それでは，アルファベットを母語の表記形態とする英

語系学習者が，ローマ字表記の日本語を処理する場合は

どうであろうか。日本語の音韻体系は，限られた数の拍

（mora）で単純かつ規則的に説明できる（Tamaoka，

1991；水谷，1981）。ただ，ローマ字表記の場合，完全

に日本語の音素を表現し得ているわけではない。例えば，

ヘボン式だと長母音の表記がない。そこで，例えば，

‘
c huui’と母音を重ねて表記するなど，工夫が必要であ

る。しかし，この点さえ克服すれば，英語母語話者は，

日本語の音韻的特徴を1ヶ月程度も学習すれば，ローマ

字表記の日本語を迅速に正しく発音できるようになるで

あろう。

　英語系学習者に関する先行研究には，ローマ字が英語

の表記であるアルファベットとほぼ同じであるため，

ローマ字表記の単語および長文の発音が迅速かつ正確に

行われた（玉岡・メンツェル，1994；Tamaoka＆Menzel，

1995），という報告がある。ただし，この報告は，一被

験者内の反復測定による分散分析（an　analysis　ofvari㎝ce

repeatedmeasureswithinasinglesuhject）’であるため，よ

り一般化した結論を導き出すには，さまざまな言語を母

語とする日本語学習者の中から，統制の取れたサンプル

を選んで実験を行う必要がある。また，アルファベット

表記の英語とローマ字表記の日本語とでは，書字素と音

素の対応が異なることから，逆に発音の誤りが頻繁に生

じる（加納，1992；木村，1974；武部，1991など）とい

う逆の見解もある。

　そこで，本研究では，日本語のローマ字，平仮名，漢
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字で表記された単語や長文の音韻処理に日本語学習者の

母語である中国語もしくは英語の表記形態の違いがどの

ように影響するかを考察した。

実験1

　中国語もしくは英語を母語とする日本語学習者に対し，

単語の命名課題（naming　task）を行った。この課題では，

コンピュータのディスプレイに単語を提示してから発音

が行われるまでの時問と発音の誤答率を測定する。従っ

て，視覚提示した単語の表記形態の影響が，発音までに

要する時間（即ち，命名潜時）および発音の誤り（即ち，

誤答率）の差として観察されるはずである。本実験では，

ローマ字，平仮名，漢字で表記した単語を視覚提示して，

命名潜時と誤答率を測定した。

方法

　被験者

　オーストラリアのマッコーリー大学で日本語コースを

履修し，2年から3年の日本語学習歴を有する英語系学

習者を13名（平均年齢21歳4カ月），同じく中国語系学

習者を15名（平均年齢25歳11カ月），合計28名を被験者

とした。英語および中国語系学習者は，同じテキストを

使って，同じ教員が授業を担当しており，日本語の学習

環境と学習期間はほぼ同じである。いずれの母語話者も，

日本語能力は，初級レベルである。

　装置

　コンピューター（東芝J－3100GTプラズマ・デイスプ

レイ）を使って，命名課題を実施した。正しい発音かど

うかの判別は，各刺激の命名後に実験者が入力し，命名

潜時はコンピュータが自動的にミリ秒単位で記録した。

実験は，マッコーリー大学内の防音設備を施した実験室

で一人ずつ行った。また，ボイス・キー（voice　key）装

置でタイマーのスイッチを切るようにプログラムした。

　刺　激

　マッコーリー大学の日本語コースで使用されているテ

キストから，21種類の漢字二字熟語を選択した。従って，

被験者は，少なくとも1度は刺激の単語を漢字か平仮名

で目にしたことがある。同じ単語をローマ字，平仮名，

漢字の3種類で表記して，おのおの21種類の刺激項目と

し，合計63刺激を命名課題に使用した。もちろん，3種

類の表記形態で同じ単語を使用するので，拍数や語彙使

用頻度など語彙の特性はどの表記形態でも同じである。

例えば，‘会話’，‘仕事’，‘映画’であれば，平仮名表記

で‘かいわ’，‘しごと’，‘えいが’およびローマ字表記

で‘kaiwa’，‘shigoto’，‘eiga’とした。刺激ファイルを

3種類作成して，同じ単語が重ならないようにカウン

ター・バランスを取った。そして，ほぼ同数の被験者に

異なる刺激ファイルを使用した。また，同じ刺激の表記

形態を変えて，カウンターバランスを取っているので，

ボイス・キーでタイマーのスイッチを切る際に生じると

される初音の測定誤差（佐久間・伏見・辰巳，1997；玉

岡・初塚，1997）も，一様化されるはずである。

　手続き

　コンピュータのディスプレイの中央にアスタリスク

‘＊’を提示し，600ms間その点を凝視するよう被験者

に指示した。その後すぐに‘＊’位置に刺激を提示して

被験者に発音させた。実験者が命名反応の正誤を入力し

た後，600msの間隔をおいて，凝視点を再度提示した。

刺激提示のオンセットから最初の音が発せられるまでの

間の経過時問を命名潜時として測定した。被験者には，

できるだけ速く，正確に発音するよう指示した。また，

本実験に入る前に合計12回の練習試行を行った。

結果と考察

　単語の命名課題については，正しく発音された刺激項

目のみを分析に使用した。さらに，各被験者が正しく発

音した刺激項目の平均から標準偏差で2．5以上またはそ

れ以下の命名潜時は，各被験者の平均から標準偏差2．5

で示された境界値で置き換えて分析した。このような数

値は，全体の命名潜時項目の3．4％であった。本実験の

命名潜時と誤答率の平均および標準偏差は，表1に示し

た通りである。
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Table1

表1　表記形態別にみた英語・中国語系日本語学習者の命名潜時および誤答率

Mean　latencies（ms）and　error　rates（％）of　word　naming　by　Chinese　and　English　native

speakers　Iearning　the　Japanese　Ianguage　in　the　function　of　scripts

母語の種類

　Typeof
mo廿1ert㎝gue

表記形態 Sc丙pttype

ローマ字R㎝葡 平仮名Hiragana 漠字Ka剛
命名潜時

Latency

誤答率

Error

命名潜時

Latency

誤答率

Erγor

命名潜時

Latency

誤答率

EmDr

英語Endish
　（rF13）

783ms
（121）

4．40％ 1009ms
（211）

5．49％ 1635ms
（555）

46．15％

中国語Chinese
　（rF15）

1295ms
（564）

10。48％ 1098ms
（177）

0．95％ 1027ms
（188）

12．38％

注：括弧内は，標準偏差。〈肖o∫6：The　brackets　in　the　numbers　indicate　the　standard　deviations．

命名潜時

　母語（英語，中国語）と表記形態（ローマ字，平仮名，

漢字）の2×3の分散分析（表記形態についての被験者

内反復測定）を行った。その結果，母語の主効果は有意

ではなかった。しかし，表記形態の主効果が有意であっ

た［F（2，52）＝6．73，ρ＜．005］。また，両主効果問の交

互作用も有意であった［F（2，52）＝19．81，ρ＜．0001］。

　さらに，英語系学習者のみに被験者を限って，表記形

態の分散分析を行った。その結果，有意な主効果が見ら

れた［F（2，24）ニ23．51，P＜．0001］。反復測定効果を直

交多項式対比（o質hogonal　polyno血al　contrasts）で比較

した。表記形態の影響は，ローマ字と平仮名の問［F

（1，12）ニ17．61，ρ＜．005］，ローマ字と漢字の間［F

（1，12）＝26．35，ρ＜．0005］，さらに平仮名と漢字の間

［F（1，12）＝20．33，p＜．001］に見られた。つまり，

ローマ字が最も速く発音され，次いで平仮名，漢字の順

であった。

　一方，中国語系学習者のみの分析によると，表記形態

の主効果は見られず，漢字，平仮名あるいはローマ字の

種類に関係なく，同じ速さで発音されている。

　さらに，母語の違いによる表記形態の影響をより詳細

に調べるために，英語系と中国語系学習者の命名潜時の

差を，スチューデント・ニューマン・クールズ検定

（Student－Newman－Keuls　Test；以下，SNK検定とのみ

記す）の多重比較で検討した。ローマ字表記の場合は，

英語系学習者は，中国語系学習者よりも512ms速く発音

しており，この差は有意である。平仮名表記の場合は，

両母語話者に有意な差はない。しかし，漢字表記の場合，

中国語系学習者は，英語系学習者よりも，608ms速く発

音しており，これも有意な差である。

　発音の誤答率

　発音そのものが正確に行われていたかどうかは，命名

潜時では分からない。そこで，誤答率についても，母語

（英語，中国語）と表記形態（ローマ字，平仮名，漢字）

の2×3の分散分析（表記形態の反復測定）を行った。

分析の結果，母語［F（1，26）ニ11．78，ρ＜．005］および

表記形態［F（2，52）ニ27．29，ρ＜．0001］の主効果が有

意であった。また，両主効果間の交互作用も有意であっ

た［F（2，52）＝19．64，ρ＜．0001］。より詳細に表記形態

の影響を調べるために，母語別に誤答率についての分散

分析を行った。

　英語系学習者のみの分析の結果，表記形態に有意な主

効果が見られた［F（2，24）ニ32．66，ρ＜．0001］。さらに，

反復測定効果を直交多項式対比で比較した。その結果，

ローマ字と漢字の問［F（1，12）＝29．67，ρ＜．0001］お

よび平仮名と漢字の間［F（1，12）＝49．19，ρ＜．OO1］に

有意な差が見られたが，ローマ字と平仮名では有意な差

はなかった。つまり，ローマ字は4．40％，平仮名は

5．49％で，いずれも約5％の誤りであり，ほぼ同じ正確

さで発音されていた。しかし，漢字についてはその約10
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倍も誤答率が高く，46．15％になった。この数値は，英

語系学習者の漢字学習が遅れていることを示している。

　また，中国語系学習者でも，表記形態の主効果が有意

であった［F（2，24）ニ4．03，ρ＜．05］。直交多項式対比

で反復効果を検討してみると，ローマ字と平仮名の問

［F（1，14）ニ6．59，P＜．05］および漢字と平仮名の間［F

（1，14〉ニ12．73，p＜．005］に有意な違いが見られた。

驚いたことに，平仮名の発音の誤りが，わずかに1％弱

であった。一方，ローマ字と漢字の発音の誤答率はいず

れも10％を超えていた。中国語系学習者は，漢字やロー

マ字と比べ，平仮名を確実に習得していることが分かる。

実験2

　文脈を持たない単独の単語の発音だけで表記形態を比

較するのは，日本語の音韻処理を測定する上で不十分で

ある。そこで，文脈を持つ長文をローマ字または仮名・

漢字混じりで表記して，それを声に出して読むのに必要

な時間，発音の正確さ，内容の理解を測定した。

方法

　被験者

　マッコーリ大学で日本語コースを履修しており，なお

かつ2年から3年の日本語学習歴を有する英語系学習者

が12名（平均年齢21歳4カ月）および中国語系学習者が

12名（平均年齢26歳11カ月）の合計24名が実験に参加し

た。これらの被験者は，全員実験1に参加した学生であ

り，日本語能力は初級レベルである。ただし，ローマ字

表記が読めないと訴えた中国語系学習者が1名いたので，

その被験者については，ローマ字で表記した長文の読み

は欠損値とした。また，テープレコーダーの操作ミスに

より，仮名・漢字混じりで表記した長文の読みが録音さ

れていなかったため，仮名・漢字混じり表記について分

析できないデータが1件あった。これも欠損値として記

録した。

　刺　激

　読みおよび内容理解に使用した長文は，「漢字の歴史」

（596拍）と「凧の歴史」（431拍）である。それぞれに

ついてローマ字および仮名・漢字混じりで表記した。ま

た，被験者の長文の読解力を測定するために，各長文に

ついて，五者択一形式による5問からなる内容理解テス

トを用意した。誤答の場合は0点，正答の場合は1点

で，5点満点となる。ローマ字表記は，ヘボン式を採用

した。ただし，長母音の表記をより厳密にするために，

‘中国’であれば‘chuugoku’のように母音を重ねて‘uu’

と書く形式を採用した。

　手続き

　2つの長文の難易度を母語の表記形態で一様にするた

めに，カウンターバランスの手続きを採った。具体的に

は，英語もしくは中国語を母語とする日本語学習者の各

グループの12名を，さらに2つのグループの6名ずつに

分けて，ローマ字と仮名・漢字混じりで表記した2種類

の長文が，表記形態別に1回ずつ当たるようにした。実

験は，マッコーリー大学の防音設備を施した実験室で一

人ずつ行った。まず，長文を見せてそれを「できるだけ

速く，なおかつ，できるだけ正確に声に出して読む」よ

う指示した。その際，後で長文の内容について質問する

ことを前もって説明しておき，内容を理解しながら読ま

なくてはならないことを強調した。この条件で，長文の

読みに要した時問は，‘始め’の合図でストップウォッチ

を作動させ，被験者の読み終わる瞬間で止めて，測定し

た。また，被験者の長文の読みは，テープ・レコーダー

で録音し，評定者2名がその発音の誤り数を拍単位で判

断した。

　評定者の信頼性

　日本語を母語とする日本人の大学院生2名が，録音

テープをもとに長文の読みを評定した。まず，長文の読

みが「日本語らしい」発音かどうかを7段階で評定した。

最も日本語らしい発音であれば7点で，点数が少なくな

る程日本語らしくない発音となる。1点はまったく日本

語らしくない発音である。そして，英語系学習者12名と

中国語系学習者12名による合計24名の被験者の46長文

（単純合計は48長文であるが，ローマ字表記の1長文と
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仮名・漢字混じり表記の1長文が欠損値であるため）に

ついて，2名の評定者間で相関を調べてみた。その結果，

ローマ字表記の場合（rニO．96，p＜．0001）と，仮名・

漢字混じり表記の場合（r＝O．97，p＜．0001），いずれも

評定者間の読み評定に非常に高い相関が見られた。従っ

て，この2名の評定者は，極めて類似した評定を46長文

について行っていたことになる。また，評定者間で，発

音の誤り数についてのピアソンの相関係数を算出した。

ローマ字表記（FO．83，p＜．0001）および仮名・漢字

混じり表記（r＝0．64，ρ＜．001）共に，評定者間の相関

は高く，有意であった。

結果と考察

　（1）長文の読解度

　長文の意味内容の理解度を5問の設問に対する解答で

測定した。母語別の理解度の平均および標準偏差は表2

に示した通りである。被験者の母語（英語と中国語）と

表記形態（ローマ字と仮名・漢字混じり）の2×2の分

散分析（表記形態について被験者内の反復測定）を行っ

た。その結果，英語と中国語の母語の主効果は有意では

なかった。表記形態の主効果は有意であった［F（1，21）

＝10．62，p＜．OO5］。また，交互作用は有意ではなかっ

た。さらに，表記形態について詳細に考察するために，

母語別に反復測定効果を直交多項式対比で比較した。そ

の結果，表記形態の影響は，英語系学習者には見られな

かった。ローマ字表記でも，仮名・漢字混じり表記でも，

意味内容の理解度は同じレベルであった。

　一方，中国語系学習者は，仮名・漢字混じり表記の方

が，ローマ字表記に比べて正答数が多かった［F（1，11）

ニ11．58，p＜．01］。やはり，中国語系学習者にとって，

ローマ字は慣れない表記形態であり，また既存の母語の

漢字知識を利用することもできず，意味内容の理解が低

くなるのであろう。

　（2）長文の総合的な読み時間

　長文の読み時間についても同様に母語と表記形態の2

×2の分散分析（表記形態についての反復測定）を行っ

た。母語別の平均と標準偏差は，表2に示した通りであ

る。その結果，母語の主効果は有意であった［F（1，21）

ニ5．11，ρ＜．05］。しかし，表記形態についての主効果

は有意ではなかった。また，母語と表記形態の交互作用

は有意であった［F（1，21）＝26．58，ρ＜．0001］。より詳

細に表記形態の影響を検討するために，母語別に長文の

読み時間の反復測定効果を直交多項式対比で比較した。

その結果，中国語系学習者についても［F（1，10）・＝13．15，

表2　母語別にみたローマ字と仮名・漢字で表記された長文の読みにおける読解の正答数，読み時間，毎秒ごとの

　　　発音拍数，発音の誤り拍数および「日本語らしい」発音の評定

TabIe2　Means　of　context　understanding，reading　time，morae　per　second，the　number　of　morae　mispronounced，

　　　　and‘Japanese　sound．likeness’evaluation　scale　when　Chinese　and　English　speakers　read　stories　pre－

　　　　sented　in　roma－ji　or　kana／kanji

母語の種類　　　　　　　　読解の正答数
　　　　　　　表記形態
　Type　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　Understanding

　　　　　　Script　typemother　tongue　　　　　　　　　　（10max　points）

長文の読み時間

Reading　time
　　（sec）

毎秒ごとの　　発音の誤り拍数

　発音拍数　　Number　of　morae

Morae　per　sec　　mispronounced

「日本語らしい」発

　音の評定
Japanese－likeness

英語
English

（n＝12）

ローマ字

Romaづi

5．50
（2．07）

152．50

（16．30）

3．28
（0．42）

11．04

（4．77）

5．13
（0．83）

仮名・漢字

Kana／kanji

6，17

（1．80）

242．67

（77．24）

2．25
（0．38）

38．58

（20．09）

2．92
（1．43）

中国語

Chinese
（n＝12）

ローマ字

Romaji

3．91
（1。64）

304．64

（113．65）

1．95

（0．62）

30．55

（18．50）

2．95
（1．37）

仮名・漢字

Kana／kanii

5．92
（1．51）

192．33

（41．24〉

2．69
（0．69）

23．59

（11．43）

3．82
（1．25）

注：括弧内は，各変数の標準偏差。〈Ao躍The　brackets　in　the　numbers　indicate　the　standard　deviations。
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ρ＜．005］，英語系学習者についても［F（1，11）ニ13．35，

p＜．005］，表記形態に有意な差が見られた。つまり，

英語系学習者は，ローマ字表鵡の長文よりも仮名・漢字

混じりで表記した長文をより迅速に声に出して読んでい

た。しかし，中国語系学習者については，これが逆の結

果となり，仮名・漢字混じり表記の長文の方を，ローマ

字表記の長文よりも速く読んだ。やはり，日本語学習者

の母語と学習対象である日本語の表記形態が一致した場

合に，迅速に読まれている。

　さらに，学習者の母語の違いをSNK検定による多重比

較で検討した。その結果，ローマ字表記の文章の読み時

問で，英語系と中国語系学習者に有意な差が見られた。

仮名・漢字混じり表記の読み時間の差は有意ではなかっ

た。

　（3）　1秒当たりの発音拍数

　長文の読みの違いは，第3の指標である毎秒ごとの発

音拍数で見るとわかりやすい。英語系学習者は，ローマ

字表記の長文を毎秒3．28拍の速度で読んだ。これは，仮

名・漢字混じり表記の長文が毎秒2．25拍であったことと

比べると，1．46倍の速さである。また，学習者の母語の

違いでみると，英語系学習者は毎秒3．28拍で，中国語系

学習者は毎秒1．95拍となり，1．68倍という差である。仮

名・漢字混じりの表記では，英語系および中国語系学習

者に違いはない。

　ちなみに，テレビのニュースを担当する比較的発話速

度の速いアナウンサー4名の平均発話速度は，1秒問に

9．5拍であり，テレビの談話は9．7拍である（杉藤，1999）。

これらの速度に比べると，本研究の中国語系および英語

系学習者の読みは，かなり遅い速度である。杉藤（1999，

P．31）の例を使えば，アナウンサーは，‘はなしのそく

どは’／hanasinosokudowa！という8拍16音素を1秒間で

裕に発話することができる。これを本研究の英語系学習

者が，ローマ字表記で読むなら，1秒問で‘はなし’く

らいであり，仮名・漢字表記であれば‘はな’くらいを

発音する程度の速度である。また，中国語系学習者でも，

仮名・漢字表記の‘はなし’を1秒問で発音するにはや

や時間が足りない程度の速度である。

　もちろん，長文全体の総拍数を発音に要した時問（秒

単位）で割って，毎秒の発音拍数を算出した数値は，総

合読み時間を秒単位にして，長文の総合拍数で割った数

字である。そのため，母語と表記形態についての2×2

の分散分析をしてみても，長文の総合的な読み時間の分

析と同じ結果である。しかし，1秒当たりの拍数の計測

は，長文の音声的な読み速度の基準としてわかりやすい

ので，ここであえて示した。

　（4）発音の誤り数

　長文の発音の誤り数は，2人の評定者の平均値を使っ

て拍単位で示した。その際，日本語の特殊音である長音

が十分に長く延ばされていないため別の単語に聞こえた

り，促音が短かったり，変なアクセントが付いていたり

した場合も，誤りとした。これまでの分析と同様に，母

語と表記形態の2×2の分散分析を行った。分析の結果，

母語の主効果は有意ではなかった。一方，表記形態の主

効果は有意であった［F（1，20）＝6．47，ρ＜．05］。母語

と表記形態の交互作用も有意であった［F（1，20）＝18．88，

ρ＜．001］。そこで，母語別に表記形態の発音の誤り数

について反復測定効果を直交多項式対比で検討した。そ

の結果，中国語系学習者については，ローマ字と仮名・

漢字混じり表記の発音の誤り数に有意な差はなかったが，

英語系学習者については有意な差が見られた［F（1，11）

ニ23．05，ρ＜．001］。具体的には，ローマ字表記の誤り

が平均11．04拍であるのに対して，仮名・漢字混じり表

記の誤りは平均で38．58拍にも達し，3倍以上の誤り数

であった。やはり，英語系学習者には，ローマ字で表記

した方が，母語と同じアルファベット表記であるため，

より迅速に音韻処理ができるようである。

　また，母語の違いを検討するために，SNK検定による

多重比較を行った。その結果，ローマ字表記の場合は，

英語系学習者の方が中国語系学習者よりも正確に長文を

音読していた。しかし，仮名・漢字混じり表記の場合に

は，逆に中国語系学習者の方が，英語系学習者よりも正

確に読んでいた。
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　（5）長文の「日本語らしい」発音の評定

　長文の読みの「日本語らしさ」を，7段階で評定した。

評定者2名の平均値を使って，母語と表記形態の2×2

の分散分析（表記形態についての反復測定）を行った。

分析の結果，母語の主効果は有意ではなかったが，表記

形態の主効果は，有意であった［F（1，20）＝5．19，ρ

＜．05］。また，母語と表記形態の交互作用も有意であっ

た［F（1，20）＝26．33，ρ＜．0001］。そこで，母語別に表

記形態の反復測定効果を直交多項式対比で考察した。中

国語系学習者については，ローマ字と仮名・漢字混じり

表記の音読の評定に有意な差はなかった。

　しかし，英語系学習者については，ローマ字表記の長

文の方が仮名・漢字混じり表記よりも日本語らしく発音

されていた［F（1，11）ニ25．52，ρ＜．OOO5］。やはり，英

語系学習者については，ローマ字で表記された長文の方

が，仮名・漢字混じりで表記された場合よりも，「日本

語らしく」発音していた。

　さらに、SNK検定による多重比較で，日本語学習者の

母語の違いを検討した。その結果，ローマ字表記の場合，

英語系日本語学習者の平均が5．13点，中国語系学習者の

平均が2．95点で，有意な差が見られた。つまり，英語系

学習者は，ローマ字表記の長文を，中国語系学習者より

も「日本語らしく」発音していたことを示している。一

方，仮名・漢字混じり表記の場合は，英語系学習者と中

国語系学習者の問に有意な差は見られなかった。

考察

　本研究の二つの実験結果から，中国語もしくは英語を

母語とする日本語学習者が日本語を音韻的に処理する場

合に，母語の表記形態がどのように影響しているかは，

次の3つの点に要約できよう。

　1．中国語系学習者にとって，漢字表記は有利で

　　あると言われている。しかし，本研究では，漢

　　字二字熟語の発音の誤りが頻繁に見られた。

　本稿のはじめに述べたように，中国語の音韻的な漢字

知識が，日本語の漢字の音韻処理に有利に影響する（茅

本，1994；呉，1999）という報告がある。しかし，実験

1の命名課題の結果では，命名潜時におけるローマ字，

平仮名，漢字の差は有意ではなかった。ただし，英語系

学習者が，漢字で表記された単語の視覚提示から発音ま

でに1635msも要したのと比較すると，中国語系学習者

は1027msであり，608msも速く発音していた。もともと，

日本語母語話者であれば，漢字表記の単語よりも，同じ

単語を平仮名表記した場合の方が，音韻処理が速い（例

えば，齋藤，1981；御領，1987など）ことが知られてい

る。つまり，それを念頭に置いて考えると，単語の視覚

提示から発音に達するまでの時間が，平仮名と同じ速さ

であったというのは，むしろ効率の良い音韻処理がなさ

れたからだと言えなくもなかろう。おそらく，中国語系

学習者は，漢字レベルの音韻的な転換規則を，日本語の

漢字の音韻処理にも転用したのであろう。

　ただし，ここで注意すべき問題がある。それは，実験

1の命名課題で，中国語系学習者が漢字を正確に発音し

ていないことである。平仮名で表記した単語の命名課題

においては，中国語系学習者は，0．95％という非常に低

い誤答率を示した。これは，平仮名の学習が適切に行わ

れていたことを示している。それにも拘わらず，漢字で

表記した場合には，誤答率が，12．38％で，12倍以上も

跳ね上がっている。この数値は，ローマ字表記の場合の

誤答率である10．48％と比べても高い。これは，中国語

と日本語の漢字の音韻における微妙な違いが，漢字の発

音に干渉し，日本語で発音する際の誤りを誘発している

のであろう。

　中国語の母語からの音韻的干渉については，日本語能

力というもう一つの要因が考えられる。茅本（投稿中）

によると，日本語能力が非常に高い（超上級〉レベルに

達している場合，中国語と日本語の漢字の発音における

類似性は，日本語の漢字の命名潜時および誤答率にほと

んど影響せず，やや低めのレベルの中国語系学習者に顕

著にこの影響が見られるという結果であった。つまり，

本研究の中国語系学習者は，日本語学習が初級レベルで

あり，日本語の漢字の発音をまだ確実に習得していない。
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そのため，日本語の漢字を発音する際にも母語の中国語

の漢字知識に頼ってしまい，中国語の発音から日本語の

漢字の発音を類推するので，音韻的な干渉が生じてしま

うのであろう。

　またこの点については，中華人民共和国の中でも北方

方言を話す地域から日本へ留学している超上級レベルの

中国語系学習者では，双方の言語における漢字二字熟語

の音韻的類似性は，命名課題の命名潜時および誤答率に

影響しないことが報告されている（玉岡・松下，1999）。

つまり，日本語超上級レベルの中国語系学習者では，日

本語と中国語の漢字の発音が区別して習得されており，

そのために干渉が起こらないと考えられる。両言語にお

ける漢字の発音を分離して使用しうるという点で，日本

語能力の影響が見られるのであろう。

　以上のように，中国語を母語とする日本語学習者が，

母語の漢字の知識を日本語の発音に利用しようとする際

に，漢字の書字的な類似性は有効に働くようである。し

かし，漢字の音韻的類似性は，日本語学習の初期段階で

は，干渉を起こしてしまい，誤った発音を誘発する傾向

が見られた。中国語と日本語の発音上の違いを示して，

どの程度中国語の漢字の発音が利用できるかを中国語系

学習者に示すことで，日本語学習の初期段階での音韻干

渉を減少させることができるのではなかろうか。

　2．英語系学習者は，ローマ字表記の単語ばかり

　　か長文でも，母語のアルファベット表記からの

　　干渉もなく，迅速かつ正確に発音した。

　英語系学習者は，実験1で，ローマ字表記の単語を平

仮名や漢字表記の単語よりも，迅速かつ正確に発音した。

さらに，実験2の長文の読みでも同じ結果であり，ロー

マ字表記の方を仮名・漢字混じり表記よりも迅速で正確

に読んだ。さらに，「日本語らしさ」の評定でも，ロー

マ字で表記された長文の読みの方が，仮名・漢字混じり

で表記された長文の読みよりも得点が高かった。その違

いは，ローマ字表記が5．13点で，仮名・漢字混じり表記

が2．92点という明白さであった。

　それでは，英語系学習者がローマ字で表記された長文

を声に出して読む場合に，母語であるアルファベットと

ローマ字の書字素とそれらが示す音素との対応の違いか

ら，音韻干渉を起こすのであろうか。この点について，

実験1の単語レベルでは，3つの表記形態の内，ローマ

字表記の単語の誤答率がもっとも低く，音韻干渉を起こ

しているような傾向は見られなかった。実験2の長文レ

ベルで測定した発音の誤り拍数でも，ローマ字で表記し

た長文の発音の誤りは11．（辺拍であり，仮名・漢字混じ

り表記の場合の38．58拍と比べて，3分の1以下であっ

た。このような本研究の結果は，英語系学習者が，仮

名・漢字混じり表記に比べて，ローマ字表記の長文を迅

速かつ正確に発音していたことを示している。

　日本語教育においては，一部の例外を除き，ローマ字

を使用していない。しかし，仮名と違い，ローマ字は日

本語を音素レベルで表記することができるので，日本語

学習の初期段階で，日本語の音韻体系を説明するには，

ローマ字は最適である。また，本研究の結果からも，日

本語を聞き，話すだけの音声的な能力の学習のみを目的

とするのであれば，アルファベット系母語話者に対する

日本語教育は，ローマ字の方がむしろ効率的であること

が示された。

　しかし，日本語の印刷物が，基本的には仮名・漢字混

じりで表記される以上，日本語の「読み・書き」学習に

仮名と漢字の学習が欠かせないことは明らかである。た

だ，ローマ字を強く拒否するあまり，アルファベット系

の母語からの干渉がローマ字によって増幅されるとする

議論は，根拠のないことである。英語系はもちろんのこ

とアルファベットを使用する言語を母語とする日本語学

習者にとって，ローマ字が決して障害になるものではな

いことを認識しておく必要があろう。

　3．母語と学習対象の言語との表記形態が一致し

　　た時に，母語の表記形態の影響が強く見られる。

　　ただし，母語の影響は，言語間の書字と音韻と

　　の‘マッピング（対応関係；mapping）’によっ

　　て異なってくる。

　本研究では，母語の表記形態の影響が英語系および中
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国語系学習者で対照的な傾向を見せた。アルファベット

を母語の表記形態とする英語系学習者は，漢字や平仮名

表記の場合と比べ，ローマ字表記の単語を2倍以上の速

さで発音し，なおかつ発音の誤りも非常に少なかった。

しかし，漢字を母語の表記形態とする中国語系学習者で

は，漢字の音韻処理の時間が平仮名とほぼ同じであるの

に，漢字の発音の誤りが極めて頻繁にみられた。この対

照的な結果はどこから生まれたのであろうか。

　ローマ字で表記した日本語は，英語系学習者の母語の

アルファベットと表記形態が似ている。しかも，中国語

の漢字の場合と異なり，英語で使用されるアルファベッ

トは26文字しかない。その上，日本語は，音韻的に見て

単純な構造である（水谷，1981；Tamaoka，1991）。従っ

て，日本語の音韻構造は，アルファベット系の母語話者

には，短期間で容易に習得できると予想される。そのた

め，たとえ初級レベルの英語系学習者であっても，母語

のアルファベット表記で行われている‘音韻転換（pho－

nological　oonversion）’を，ローマ字表記の日本語でも効

率よく機能させることができ，迅速な音韻処理が達成で

きるのではなかろうか。

　漢字の発音における中国語と日本語の違いは，単純で

はない。まず，中国語は，一つの漢字に対して1音節か

らなる1種類の発音しか持たないのが原則である。しか

し，日本語の漢字には，音・訓読みが存在し，一つの漢

字に対して常に発音が一つだけであるとは限らない（海

保・野村，1983；Tamaoka，1991）。とりわけ，訓読み

は，中国語の漢字に存在しない発音である。一つの漢字

について複数の発音を学習するのは，中国語系学習者に

はかなりの負担となろう。中国語系学習者が，中国語で

成立している漢字レベルの音韻的な転換規則を転用して，

漢字表記の日本語の単語を迅速に音韻処理できたとして

も，その双方の言語間（inter－language）の書字と音韻の

‘マッピング（mapping）’は複雑であり，必ずしも日本

語の漢字の発音と一致せず，そのために発音の誤りが平

仮名表記の場合に比べて極端に多くなってしまうのであ

ろう。

　このように，母語の表記形態が日本語の表記と一致し

ていても，発音の速さと正確さという2つの観点から見

ると，必ずしも同じ傾向を示すとは限らない。中国語と

日本語の漢字の場合のように，書字が二言語問で類似し

ていても，それらが表す音韻的単位との対応関係がかな

り異なり複雑であれば，むしろ混乱してしまい，迅速で

はあるが誤った発音に結びついてしまう。一方，アル

ファベットとローマ字のように，書字素と音素のマッピ

ングが単純であれば，母語の音韻的知識が効率的に利用

できるのであろう。日本語の発音における学習者の母語

の音韻的干渉と促進とは，こうした言語間のマッピング

の違いによって生じるのであろう。
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SUMMARY

　　　　The　present　study　examined　the　effects　of　mother－

tongue　scripts　when　native　Chinese　and　Enghsh　speakers

phonologically　processed　廿1e　Japanese　language．The　first

experiment　examined　the　speed　and　acc皿acy　of　mming

word　presented　in“rom勾i”　（roman　letters），hiragana　or

kar噸i．The　second　experiment　investigated　the　reading　speed

ξmd　underst｛mding　of　two　stories　presented　in　rom勾i　and

kana／kI切i．Thelatency・fChineseleame㎎・fJapanesein

mming　words　presented　in　kar噸i　was　ahnost　the　same　as

their　latency　for　the　same　words　in　h廿agana。It　is㎞own

that　among　native　Japanese　speakers，latencies　are　shorte1’

for　words　in　hiragana　than　for　those　in　kanji。Therefore，this

result　suggests　仕1at　Chinese　speakers　are　likely　to　apPly

their　phonological㎞owledge　of　Chinese　characters　when

processing　Japanese　ka可i．Despite　the　faster　latency，error

rates　fbr　ka可i　mong　Chinese　native　speakers　were　much

higher　than　for　h廿agana。The　higher　e∬or　rate　fbr　ka可i

血ght　be　explained　by　vadous　subtle　diffbrences　between

Chinese　and　Jap㎝ese　ka可i　phonology。However，this　trend

was　not　obsenled　when　they　read　and　understood　the　stories

in　rom勾i　and　kana／kar噸i．

　　　　In　contrast，English　leamers　of　Japanese　demonstrated

thatthena血ngofwordspresentedinrom勾iwaspe㎡omed

more　quickly　than　the　same　words　shown　in　ka切i　or　hira－

gana．This　tendency　was　also　observed　in　their　reading　of

the　stories　in　context．The　stories　presented　in　rom司i　were

read　more　quickly　than　the　same　stories　presented　in　kam／

karji，although　level　of　understanding　was　almost　the　same

in　both　the　rom司i　and　kam／ka可i　scripts．Previous　studies

claimed　that　alphabetic㎞owledge　interfered　with　the　pro－

cessing　of　Japanese　words　in　rom勾i。Despite　this　claim，a

higher　emr　rate　caused　by　differences　in　grapheme－to－

phoneme　correspondence　between　the　alphabet　fbr　English

Imd　the　use　of　rom句i．fbr　rendering　Japanese　was　not　ob－

served．Lower　emr　rates　for　rom勾i　were　found　when　com－

pared　with　error　rate　for　words　presented　in　hiragana　and

karりi。ln　addition，the　stories　presented　in　rom勾i　were　read

aloud　more　acc皿ately　with　fewer　mispronunciations　than

stories　presented　in　kana／kar“i．As　suggested　by　a　previous

study，English　leamers　of　Japanese　may　be　able　to　effi－

ciently　utiltze　phonological　conversion　皿し1es　developed　in

thelr　mother　tongue　based　on　the　English　alphabet　when

pr㏄essing　Japanese　words　and　sentences　presented　in　ro－

m司i．

　　　　In　short，　Chinese　learners　apPeared　to　utilize　dleir

㎞owledge　of　Chinese　characters　when　reading　kala／ka1功i

texts。However，the廿phonologica1㎞owledge　seemed　to　in－

terfere　with　the　correct　Japanese　pronunciation　of　ka両i

words。English　leamers　efficiently　applied　their　grapheme－to－

phoneme　conversion　mles　developed　in　English　when　pro－

cessing　Japanese　words　and　texts　written　in　rom句i．This

study　indicates　the　different　pattems　of　script　effects　that　are

observed　among　Chinese　and　English　native　spea山【ers　when

leaming　Japanese．
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イギリスにおける多言語主義の言語教育的文脈

　　　　教材集『ThoLanguages　Book』の内容分析　　＊

筑波大学　中　嶋　香緒里＊＊

1．はじめに

　「多文化主義」ということばをめぐる近年の世界的な

議論のなかで，「多言語主義」ということばも徐々に議

論の対象となりつつある。筆者がこれまでとりあげてき

たイギリス（1〉でも同様の事情が指摘できる。しかし，

「多言語主義」の意味するところは現在でも流動的であ

り，政治的文脈，言語学的文脈，教育的文脈など様々な

分野において，その概念は未確定のものとして横たわっ

ている。本稿では教育的文脈，とりわけ言語教育の文脈

における多言語主義の諸相を整理しつつ，そこでの論点

を明らかにしたい。この問題は，例えば多文化的文学教

材（multicultural　literature）をどう扱うかなど，読むこ

との指導においても教材論のレベルでかかわりをもって

くるものである。

　多言語主義という概念については後述するが，大枠を

いえば「言語の多様性の意義を認め尊重していこうとす

る立場」のことを指す。こうした考え方は，イギリスの

学校カリキュラムにおいては，少数派民族の母語維持教

育，ESL（English　as　a　second　language）教育，外国語教

育等の領域で議論されてきた。すなわち，子どもが学校

に持ち込んでくる言語的多様性に合わせて言語クラスを

多様化するかどうかといった論点である。当然これまで

の先行研究も，こうした領域を扱ったものが多い。

零Educational　issues　of　multilingualism　in　the　UK：An　analysis　of

“The　Lamguages　Book．”

躰NAKA皿MA，Kaori（University　of　Tsukuba）

　一一方国語教育（2）は，多言語主義との関連というより

もむしろその対極にあるものとして考えられてきたため

に，これまでのところ多言語主義という観点で検討した

先行研究は少ない。しかし筆者の関心はまさにその国語

教育にある。それは以下の仮説にもとづいている。（1）多

言語状況であるからこそ，その中において共通の言語の

存在が前提とされると考える。意思の疎通やコミュニ

ケーションの手段が確保されることと，その他の多言語

の存在が認められかつ価値あるものとして評価されるこ

とは，ほぼ同時に議論される。多言語を尊重するための

前提として，「共通のコミュニケーション手段としての

言語」すなわち国語（3〉のとらえなおしが求められるの

である。（2）多言語主義の動向が学校カリキュラムに少な

からず影響を与えている諸事情を勘案すれば，国語教育

においても当然具体的変化があらわれている。

　こうした課題意識に基づいて，本稿ではイギリスにお

ける多言語主義の諸相を，国語教育の具体的な教育内容

の中で探ることを目的とする。そのための方法として，

内ロンドン教育局国語センターから出された教材集

『The　Languages　Book』（1981）の内容分析を行う。こ

の教材集は，学校内における言語的多様性を国語教育に

おいてどのように活用するかに主眼を置いたものであり，

その後も評価されているものである。なお，管見の限り

では『The　Languages　Book』はこれまでに松山によって

とりあげられている（4）。松山の論考では，1989年版の

ナショナル・カリキュラムとの関連で本書が取り上げら

れ，国語のとらえ直しの実態を明確にしようとしている。
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この点において本稿の先行研究として位置づくが，本稿

ではさらに国語をめぐる言説を整理した上でこの教材集

を分析し，国語教育における多言語主義の具体的な展開

を明らかにする。

2．多言語主義をめぐる思想状況

　多言語主義という用語は，そもそも何を意味し，どの

ような志向性をさすのか。まずこの用語について概念整

理をしておく。三浦らの論考では多言語主義は多角的に

とらえられており，人によって受け止め方や意味内容は

様々である（5）。現在この用語は概念として十分成熟し

ているとはいえず，流動的である。ゆえにその概念整理

は現時点では困難であると言わざるを得ないが，以下の

三浦の説明は大枠を示している（6）。

　　「言葉の多様性に意義を認め，互いに相手の言葉を

　学びあうことで意思の疎通をはかろうとする態度を
　　マルチリンガリズム
　『多言語主義』と呼ぶことができる。社会言語学でい

　うマルチリンガリズムは，複数の言葉を併用する個人

　の能力や社会の多言語併用状態を指すが，言語政策や

　言語計画では，多言語併用に積極的価値を認め，これ

　を保証し推進する立場をマルチリンガリズムと呼ぶ。」

　三浦が指摘しているように，社会言語学におけるマル

チリンガリズムは，多言語となっている現象（三つ以上

の言語を使う能力を個人がもっていること，あるいは社

会における多言語併存状態）を指す（7）。しかし現在い

われている多言語主義は，上記の引用にあるように，

「多」であること，すなわち言語が多様であることに価

値を認め，かつ尊重するというひとつの主義（イズム）

を意味しているといえる。

　多言語主義という用語は，カナダやオーストラリアに

みられるように政策形成過程の側面から論じられること

が多い。こうした現実的側面から多言語主義を考えると，

この概念が単に「言語が多様であることそれ自体が価値

をもつもの」という志向性のみを指し示すわけではない

ことがわかる。多（言語）であることそれ自体への価値

付与には，その価値を認めるための「共通の手段」とで

もいうべき前提が含まれているのである。多言語主義と

は，単に「多」言語がそれぞれに主張しあう状態を志向

するというよりも，「共通の手段」を前提条件とした上

で認め合いが成立する「多」のあり方を志向するものと

いえる。すなわち，「多」を保証する論理の中には，そ

の前提となる「何か共通なもの」への期待が働いている

のである。本稿で扱う多言語主義と国語の問題は，この

点において重なってくる。すなわち，「多言語」を成立

させる「共通の手段」として再考されるであろう，国語

のあり方を問うものである。

　国民国家概念（ナショナリティ）の構築をめぐる最近

の思想状況（8）は，多言語について語る論理を明確化し

ようとしている点で多言語主義という概念と密接に関連

するものであるといえる。それらの論考では，多言語主

義に裏付けされる論理を追求していくほどナショナリズ

ムに近い位置へとたどりつく可能性があることを，繰り

返し指摘する。この指摘に対しての判断は本稿の射程を

超えるものであるので差し控えるが，本稿のポイントは

むしろ「多」と「共通」の関係性そのものにある。すな

わち，多言語を成立させるための「共通の手段」として

の国語がどのようにとらえられ，さらに国語教育という

現実の側面においてどのように具体的に提示されるかと

いうところがポイントなのである。

3．イギリスにおける多言語主義の諸相

　イギリスの言語計画について論じたRassoo1，N．によ

れば，1970年代まで国語である標準英語以外の言語が学

校教育の中で認められることはなかったという（9）。「英

語以外の言語や英語のダイアレクトは未発達の言語であ

り，現代世界の複雑さを理解したり人間の動機や行動を

完全に理解したりするのに不十分である。」（10）との考え

にもとづいて少数派言語の劣等性が強調され，標準英語

の学習が規範化され正当化された。つまり，少数派言語

に対する優位性が標準英語の教育の根拠となっていたの

である。標準英語に象徴されるこうした教育における統

合主義の傾向は，19マ0年代になって変化する。イギリス
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各地の言語教育の実態を調査しそれにもとづいて指針を

示した報告書『生活のための言語（A　J砿8㎎861bパ漉〉』

（1975年，通称バロック・レポート）には，その変化を

みることができる（11）。具体的には，子どもの家庭での

言語（母語）を重視し，少数派の子どもたちの言語を積

極的に価値ある文化的・教育的資源とみなすことを提案

している。公教育に多言語主義への肯定的な態度を求め

る勧告となっている。こうした流れを受け，標準英語を

めぐる言説も変化する。

　国語教育についてレビューを行ったProtherough，R．に

よれば，標準英語をイギリスという英語コミュニティヘ

の統合手段とみなす考え方から，多言語社会における共

通言語という考え方へと移行したのは1980年代以降であ

るとしている（12〉。『すべての人々のための教育（E4混cα・

r’on力r　A〃）』という通称で1985年に出されたスワン・

レポート（13〉は，文化多元主義の立場にたって少数派の

子どもたちの言語を積極的に評価すべきであると勧告し

ている。モノリンガリズムを後退させ，多言語主義の立

場に立つことを言語教育の基本理念とし，少数派言語の

母語維持教育やバイリンガル教育の推進を打ち出してい

るのである。標準英語は他の様々な言語のヴァラエティ

のひとつであるとし，他言語と同等であることを強調し

ている。このように，多言語主義の強調と標準英語の優

位性の払拭は同時に示された。

　こうした標準英語のとらえ直しの試みはその後も持続

する。1989年版のナショナル・カリキュラム国語（14）の

、内容には様々な批判があるものの，言語的多様性の尊重

を提示し，標準英語は他の言語ヴァラエティと同様動的

なものであり必ずしも絶対的優位に立つものではないと

強調する点は，やはり特徴的なものとして指摘されてい

る（15）。しかし多言語主義を認めることについての議論

は，同時にそこに参加する共通のコミュニケーション手

段を確保していくことに関わる。Bmm丘t，C．らは「共通

のコミュニケーション手段は機能すべきものである。イ

ギリスに生を受けた者は，非常に生産的に相互交渉を行

う機会を持たねばならない。」と述べている（16）。この指

摘が意味するように，国語である標準英語を国内共通語

としていかに再考し位置づけるかという論点は，多言語

主義とともに1980年代以降の言語教育の大きな課題で

あったといえる。Protheroughは，この点について以下の

ようにより明確に整理している（17）。

　「対照的な二つの考えが奨励されている。一つはバイ

リンガル教育の推進である。そこでは少数派言語の母語

が教授手段の一つとして，国語と並行して教えられるこ

とになる。しかし費用がかかること，母語が多様である

こと等の問題が含まれている。…（中略）…二つめは，

共通文化としての国語を強調するという考えである。こ

れがもし他の文化を無視したりおとしめたりすることを

意味してしまうと，『文化帝国主義』という圧迫のよう

にとらえられてしまう。」

　前者は子どもたちの言語的多様性を尊重し維持すると

いう意味を含んでいるが，その実行には様々な問題があ

るとしている。後者は共通のコミュニケーション手段と

して標準英語を想定する試みといえるが，標準英語以外

の言語やダイアレクトとの関係が問題となる。Prother－

oughが指摘するこの二面性は，まさにイギリス言語教育

における多言語主義の特徴を表しているといえよう。

　以上をまとめると，イギリスにおける多言語主義は，

国内共通語というひとつの統一体を前提とした議論であ

るといえる。言い換えれば，多言語主義という概念には，

多様な言語の尊重・共存のために必要な共通言語という

論理が裏付けされているのである。そしてその共通のコ

ミュニケーション手段としての国語（＝標準英語）をど

のようにとらえ直し，どのように教育の場で具体的に取

り扱っていくかが争点となるのである。こうした特徴が

1980年前後からくりかえし議論されているという事実を

ふまえれば，当然国語教育の教育内容にも何らかの影響

および変革があると考えるのが妥当であろう。国語教育

における多言語主義のより具体的な展開をさぐるために，

以下ひとつの教材集をとりあげ分析する。
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4．『The　Languages　Book』にみる国語の位置づけ

　扱う教材は，Raleigh，M．による『言語の本（跳6Lαル

8襯86s　BoOた）』である（18）。これは，中等教育向けに作

られた国語の教材集である。ただし，本書は国語科の時

間全体を通して使用されることを意図しているわけでは

ない。読むことや書くことなどの，従来からある言語活

動の時間は維持したうえで，その内の一部の時間をこれ

に配当させる，あるいはそれに組み込むかたちで国語科

の中にとりいれることを想定したものである。

　1980年代に入ってイギリスでは，言語的多様性にどう

対応するかという教育問題に対し，国語教育の文脈にお

ける具体的な課題設定と，教室活動を想定した教科書が

多数提案された。その代表的なものとしてまず挙がるの

が本書である。Mitchell，B．＆Brumfit，C．によれば，す

べての子どもに言語的多様性の認識および尊重を促すよ

うな意図をもった教育実践がなされたのは80年代からで

あるとしている。そして，そのために作成された代表的

な教材を列挙しており，そこでは，本教科書は最も初期

の代表的なものとして挙げられている（19）。

　本書は，学校における多言語化が最もすすんでいると

されるロンドン地区にある，内ロンドン教育局国語セン

ターの試みによるものである。1977－78年，ロンドン大

学教育研究所の国語部局の協力のもと，ロンドンの教師

の共同作業によって行われた児童の言語実態調査に基づ

き作成されている。この教科書をつらぬくテーマは，

「教室（学校）における言語的多様性をどのように学習

に活用するか」ということである。学校内・教室内にお

ける言語的多様性を教育問題としてとらえるのではなく，

ことばの学習の中にどのように活用し，またどのように

意義づけるかということを模索したその結果である。

　4．1　内容上の特徴

　以下に示した表1からわかるように，本書は32のト

ピックに分かれた単元によって構成されている。各単元

はまず説明的な文章ではじまる。そしてルポルタージュ

や文学作品からの抜粋，ジョークやことば遊び，会話や

インタビューの記録などの言語資料を次々提示している。

それらをもとに単元の最後には学習課題が設定され，学

習の内容をふりかえったり実際に様々な言語活動を行っ

たりするよう意図している。

　（1）英語以外の言語の多用

　第1点目は，国語である英語以外の言語の多用である。

32のトピックのうち，およそ三分の一のトピックにおい

て英語以外の言語が登場する。例えば，トピック2「た

くさんの話しことば」およびトピック3「崩れ落ちたバ

ベルの塔」では，イギリスには多くの異なる言語がある

ことを繰り返し知らせている。単に多様であるという事

実を説明するだけでなく，実際に様々な言語の文字を提

示する。さらには，自分の学校やクラスでの多言語状況

を確認したり，自分の使用言語について考えたりするよ

うな学習課題を出しており，多言語状況の把握というこ

とをまず最初の学習として位置づけていることがわかる。

　多言語状況の意識化という目的以外でも，文字表記の

比較や異言語間コミュニケーションという学習場面を設

定しており，そこでは様々な言語が登場する。たとえば

トピック7「身近な言葉集め」では，英語以外の言語を

話す人とコミュニケーションすることの面白さをロール

プレイなどの活動を通じて示している。英語以外の言語

を母語とするクラスメートにインフォーマントとしての

役割を与えており，コミュニケーションにおいて英語も

それ以外の言語も対等な関係となるよう配慮している。

　（2）異言語問接触について描いた読み物の提供

　（1）に関連して指摘できるのは，異なる言語文化の接触

について描かれた読み物の提供である。特にトピック8

「場所がかわること」では，異なる言語文化に接したと

きに起こる出来事や葛藤についての，お話や体験談をい

くつも並列している。例えば，ネイティブ・アメリカン

の一族に入り込んだある白人男性がどのように彼らと交

流したかというお話や，イングランドに来たトルコ人少

年による英語学習の体験談などを，そのまま読み物とし

て提供している。これまで使っていた言語とは全く違う

言語が使われている場所へ行った時に起こる状況を，読
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表1：『Thelanguagesbook』の構成

章 ト　ピ　ッ　ク 概　　　　　　　　　要

は
じ
め
に

1．あなたのつかっている言葉 私たちはどのような目的で言葉を使っているか。言葉を使うことに関する様々な問題の提起。

2．たくさんの話しことば 世界や国内，そして身近な学校の中にも様々な言語やダイアレクトが存在することに気づかせ
る。

3．崩れ落ちたバベルの塔 アメリカ・インディアンの伝承やバベルの塔のお話を読み比べ，世界共通語を持ちえない訳に
ついて考えたりその物語を創作したりする。

主
に
話
す
こ
と
に
つ
い
て

4．幼児の才能 幼児と母親の会話の記録を読み，幼児と大人の話し方について考える。

5．二人だけの言葉 ふたごの姉妹が二人の間でのみ通じる言葉をつくってしまったお話。

6．墜U　Kopwan？一カリブ島の
　言葉

フランス語のクレオールであるパトワ語について知る。またそれを使って簡単な会話をしてみ
る。

7．身近な言葉集め 「おかあさん」「おとうさん」を意味する言葉を集めてみる。英語以外の言語を話すクラスメー
トとロールプレイで会話をしてみる。

8．場所がかわること 異なる国へ行ったり，異なるダイアレクトを話す地域に行ったりした人の経験談を読む。

9．言葉はどれも借り物 普段使っている英語の中にも，他の言語からの借用や新たにつくられたものがあることを知る。

10．名前を名付けること 名前のもつ機能について考える。人名や地名を調べたり，名前にまつわるお話を創作したりす
る。

11．ことば遊び 有名な言葉遊びについて知る。身の回りの物や活動に自分のオリジナルの名前を付けてみる。

12．使われなくなった言葉 古い文書などを見ながらイギリスにおける英語史について学ぶ。

13．様々な話し方 学校や家庭，仕事など特定の場面で使われている特定の話し方について気づき，考える。

14．スラング コックニーという地域のスラング，兵士や親友同士などでのみ通じるスラングについて。

15．どんなふうに何を言う？ いつ，どこで，誰に対してかによって，どんなふうに何を言うかが決まる。絵と役割関係から
言葉を推測する。

16．誰がつよい？ 人間関係およびその力関係によって異なる話し方になることに気づく。状況や人間関係を想定
してロールプレイで会話してみる。

17．Krall市でおこったこと 言語と権力との関係。言語の統一や支配の論理について考える。

書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
に
つ
い
て

18．書く／読む，そのすべて 読んだり書いたりすることは生活の中でどのような意味を持つのか。非識字者の問題について
も考える。

19．壁に書かれた文字 古代のエジプト文字からアルファベットまで，様々な文字の成り立ちについて知る。

20．漢字 漢字という表意文字について学ぶ。それを学ぶ中国の子どもたちについても知る。

21．絵を読む 絵と文字，文，意味の関係について考える。

22．チェロキー族の文字 チェロキー族が自分たちの言語を守るために文字を発明したというお話を読む。

23。暗号で書く 数字を含めた様々な暗号とその使われ方について知る。暗号を作ってみる。

24．話す一書くの関係 話すことと書くこととはどう違うか。会話の記録と文章を比較して考えてみる。

25．句読のきまり 書くことにおける句読と，話すことにおける句読について考え，句読点の付け方や話し方につ
いて学ぶ。

26．読むことの不思議 自分たちはどのようにして文字を学んできたかについて考える。文字を読むということの複雑
さについて知る。

27．話された通りに書いてみる 同じ文字で表現されていても，話してみるとアクセント等の違いがある。その違いには，コッ
クニーやアメリカ英語などの違いも含まれる。

28．ダイアレクトで書かれたもの 様々なダイアレクトで表現された文章を読み，標準英語とどのように感じが異なるか考える。

29．様々な書くこと 何を書くか，誰に書くかによって，書き方は様々に変化する。それに気づき，いろいろな文体
を書いてみる。

どあ
うな

でた
すの
か言
？葉

　は

30．正しい英語とは？ 「唯一の正しい英語」というものは存在するか？「正しさ」について自分なりの基準をもって
いる人の意見を読む。

31．そしてあなたの言葉はどうで
　　すか？

自分の話し方を振り返っている人の話を読み，自分と自分の言語や話し方について考える。

32．ボイスマシーン 自分のことを自分の言葉で表現することの大切さについて。

注）『The　languages　book』より筆者作成
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み物というかたちで提示し，そこでの言葉の行き違いや，

違和感・葛藤などの心理状態をそのまま伝えている。

　トピック30「正しい英語とは？」では，標準英語以外

の言葉を使うことに対して否定的な人の物語を提示した

り，逆に信念をもって使っている人のインタビューを提

示したりしている。このように読み物という形式をとり

ながら，人々の言葉に対する様々な感じ方について知ら

せ，それについての自分の意見を持つよう求めたり，同

じ体験をした生徒に発言を求めたりするような学習課題

を付け加えている。多言語状況において起こることを具

体的に考えさせたり，言語意識について自覚的になった

りすることを意図した教材である。

　（3）英語内の多様性の強調

　第3点目は，英語内の多様性の強調（標準英語以外の

英語の提示）ということである。ロンドン地方の方言で

あるコックニーといった地理的な方言だけでなく，スラ

ングや古語，話しことばと書きことばの違い，さらには

幼児語や仲間内だけの暗号のような言葉までが次々に並

ぶ。これらの言葉は，およそ規範とは呼びがたいごく身

近で日常的なものである。地理的変異，歴史的変異，機

能的変異など，様々なレベルでとらえた変化のありよう

を示し，いかに英語が多様に変化する動的な存在である

かを強調している。

　またトピック9「言葉はどれも借り物」では，言語に

は良い言語も悪い言語もないとした上で，どの言語も他

の言語の影響を受けているということを説明し，英語も

その一つであることを強調している。一言語は結局は他

（多）言語から成り立つことを提示するトピックである。

　（4）「標準」と「正しさ」の区別

　（1）（3）で指摘したように，全体を通して様々な角度から

標準英語以外の言語を提示し，その諸特徴や機能につい

て気づかせていく展開となっている。その上で最後にト

ピック30では，改めて「正しい英語とはなにか」という

問いを投げかけている。標準英語以外の言語の機能や，

それに対する標準英語の機能を学んだうえで「ことばの

正しさ」について学習者に考えさせるのである。結論的

には「唯一の正しい言語」というものは存在しないとい

うことを学習するよう構成されている。「正しさ」には，

人によって異なる基準，場によって異なる基準があり，

唯一絶対的に正しい言語というのは存在しないというこ

とを気づかせる構成になっている。このことは，標準英

語の役割を理解させた上で，学習者の認識からその絶対

性を払拭させることを意図している。イギリスでは長年，

「標準」ということばをめぐる規範神話（prescriptive

myth）（20）が議論の対象となってきた。「正しい」言語使

用ということと，絶対的な価値としての「正しさ」は本

質的に異なるということがその議論の大枠である。「正

しい英語」に関する章構成は，こうした標準英語にとも

なう規範神話としての「正しさ」を分離して考えさせよ

うとする試みとしてもとらえることができる。

　4．2　方法上の特徴

　ここでは各単元に設定されている学習課題に着目する。

最も大きな特徴は，英語以外の言語を母語とする子ども

の存在を前提としている点である。具体的には，言語調

査やロール・プレイなどを設定しており，英語を母国語

とする子もそうでない子もお互いの言語情報を提供した

り，調べて確認しあったりする仕組みになっている。例

えば，トピック7「身近な言葉集め」では以下のような

学習課題を提示している。

　二人ペアか，グループになって下さい。そのうち

少なくとも一人は，英語以外の言語もしくはダイア

レクトを話せる人にして下さい。

　ここに二人のペア（Aさん，Bさん）による四つ

の状況での会話があります。Aさんは英語を話しま

す。そしてBさんは他の言語，あるいはダイアレク

トを話します。まず最初にBさんをやってくれる人

と会話してみましょう。Bさんは言いたいことを翻

訳して，他の人に教えてあげなければいけないこと

になります。「学習者」は注意深くそれを聞いてま

ねしてみましょう。それから交代します。学習者は

Bさんになって同じ会話を英語以外の言語を使って
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やってみましょう。

　状況a）Aさんは，あなたの学校から最も近いバ

ス停あるいは地下鉄の駅までの，最も近い道を知り

たがっています。あなたはどのように説明してあげ

ますか？

　状況b）Bさんは，友達に会うために外出しよう

としていた時にお母さん（Aさん）から買い物を頼

まれました。このとき，あなただったら何と言いま

すか？

　状況c）小さな弟が，．Bさんの宿題に落書きをし

てしまいました。翌日あなただったら先生（Aさん）

に何と言いますか？

　状況d）Bさんは，学校で非常に特別なことをし

ました。そして，そのことを家の誰か（Aさん）に

話したいと思っています。あなただったら何と言い

ますか？

　この学習課題からもわかるように，まず様々な言語が

確認できる場をつくることを意図している。言語的多様

性に気づく段階である。そしてまた，どのような言語的

背景をもった子どもたちでも，言語情報提供者として同

等に学習に貢献できるよう配慮している。単に標準英語

を学ぶ場としてではなく，様々な言語が交流する場を設

定することによって，標準か否かを超えた言語の働きに

ついて考えさせることを主眼に置いているのである。

　4．3　標準英語の相対化

　以上，『The　Languages　Book』の内容上および方法上

の特徴を指摘した。これらの諸特徴が示していることを

まとめれば，それは標準英語という国語の相対化という

ことである。標準英語を自明の学習すべき「正しい」言

語とするのではなく，一言語としていったん客体化し，

他の言語との比較やその関係性について描くことで相対

的な位置づけを試みているのである。この教材集が標準

英語の時問に扱われるにも関わらず『言語の本』として

あるのは，そうした試みの現れである。

　そして標準英語以外の言語および英語内の多様性の提

示は，相対化のための方法であるといえる。標準英語が

多様な言語ヴァラエティと同等の位置づけで描かれるこ

とによって，規範神話に基づく特定の共同体やイデオロ

ギーを背負った言語としての標準英語という見方の解体

と，共通コミュニケーションの手段としての価値付けが

試みられていると解釈できる。イギリスの国語教育にお

ける多言語主義は，多言語の教材化および標準英語の相

対化という内容，そして多言語が交流しあう場の設定と

いう方法で実現化が試みられているといっていいだろう。

5．結論と今後の課題

　多言語主義という概念は，イギリスの言語教育を検討

していくにあたりしばしば目にするものとなってきた。

本稿の試みは，こうした概念を具体的な教育内容のもと

にとらえ直すことであった。しかし前述したように，現

在のところ多言語主義は流動的で不確定な概念であり，

この試みが議論の余地を残していることはいうまでもな

い。本稿で得た結論を，以下の2点にまとめて提示する。

まず（1）イギリスにおける多言語主義は，共通のコミュニ

ケーション手段としての国語の再考という前提に裏付ら

れており，国語と他の言語との関係性ということに論点

があることを明らかにした。そして教材集の分析を通じ

て，（2）教育内容における具体的な多言語主義の展開は，

多言語状況の意識化，異言語問コミュニケーションの場

の設定などの手段による国語の相対化として特徴づけら

れることを指摘した。

　本稿でとりあげた教材集のような標準英語を自覚的に

相対化させる試みは，新たに構想された教育内容であり，

同様の意図をもった教材集はその後も出されている。本

稿で指摘した多言語主義の具体的展開をさらに構造的に

把握するには，1980年代以降の教材集の検討も必要であ

る。また，読むことの指導という従来からの教育内容に

おいても，多文化的文学教材のように多言語主義の問題

が関連してくる。教材論における一つの論点として，こ

うした読み教材における多言語主義の影響についても今

後検討していきたい。
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注

（1）本稿における「イギリス」とは，主にイングランド

　のことを指す。

（2）本稿での「国語教育」とは，母国語話者に対する母

　国語教育のことを指す。したがってイギリスという特

　定の文脈においては，英語を母国語とするメインスト

　リームの生徒のための英語教育ということになり，国

　語二英語ということになる。さらに義務教育課程にお

　いて国語として扱われるのは，英語の中でも「標準英

　語（Standard　English）」と呼ばれるものである。よっ

　て国語二標準英語ということにもなるが，本文中で他

　の言語との相対的な関係において特に説明が必要な場

　合は，あえて「英語」「標準英語」という用語を用い

　ることにする。

（3）共通語と公用語・国語は，国家やコミュニティに

　よっては必ずしも一致するものではない。しかし本稿

　の焦点は，メインストリームに対する国語の教育にあ

　るので，ここではあえて「国語」として論を進めるこ

　とにする。

（4）松山雅子（1994）「イギリスの母国語教育における

　『国際』」倉澤栄吉編『国際理解教育と教育実践　国

　語における国際理解教育』エムティ出版，pp．215－222

（5）三浦信孝編（1997）『多言語主義とは何か』藤原書

　店

（6）前掲書，p．12

（7）Caner，R．は，以下のようにマルチリンガリズムを規

　定している。「マルチリンガリズムとは，いくつかの

　言語が使われているコミュニティ，また，いくつかの

　言語を使う能力をもった話者の存在を指す。」Calter，

　R．（1995）．κ6yw・ハ4s’η伽8μα88躍L’蜘6ッ（P．105）．

　Routledge．

（8）具体的には，以下のような論考があげられる。

　・安田敏朗（1999〉『〈国語＞と〈方言＞のあいだ』人

　　文書院

　・イ・ヨンスク（1996）『「国語」という思想』岩波書

　　店

（9）Rassool，N．（1997）．Language　policies　for　a　multicul－

　tural　Blitain．In　Wodak，R．and　Corson，D．（Eds．），En‘y一

‘」・卿∫α夢加n8照86αn4E4麗磁・肱V∂1．1（PP．113－

　126）．Kluwer　Academic　Publishers．

⑯n》id．，P．114

（1⇒Depaltment　of　Education　and　Science（以下，DES．）

　（1975）．A加ng配α881b7助，肋・πのh6C・所鵬6εヴ

　1取7麗疏y　卿o’n花4　わy　’h6　S6cr8君αζy　（ゾ3君o∫61b7’E4房oα一

　∫’oπα1S（ゴ8πcε　μn46r　∫h6　C加’㎜ηshψ　6ゾ3かAZαn　β麗Z－

　Jo沈HMSO．（通称バロック・レポート）

（1の　Protherough，R．（1998）．Teaching　the　Mother　Tongue

　in　England．hl　Tulasiewicz，W．and　Adams，A．（Eds．），

　7セαch’n8　’hε　Mo’hε7　Tヒ）n8麗ε　∫n　α　ハ4麗〃∫疏η8麗αJ　E麗rOPε

　（P．84）．Casse11．

（1⇒　DES．（1985）．E伽6碑on／b7AJ乙Report　of　the　Com一

　血ttee　of　Inquiry　into　the　Education　of　Ethnic　Minodty

　Groups，Cha㎞［an，Lord　Swann．HMSO．（通称スワン・

　レポート）このレポートは，少数派の子どもたちの学

　力不振に端を発した委員会によるもので，少数派の子

　どものみならずすべての子どもを対象に，文化多元主

　義に立った教育を提案した報告書である。その後の初

　等中等教育に多大な影響を与えたとされる。

⑯　DES　and　the　Welsh　Of且ce．（1989）．Eヵ8」’sh／b7α86s5

　言016．HMSO．

（1萄野入直美（1998）「多文化教育とナショナル・アイ

　デンテイテイ」中島智子編著『多文化教育一多様性の

　ための教育学』明石書店，pp．133－160

（1◎　B皿mfit，C．，Ellis，R　and　Levine，J．（Eds．）．（1985）．

　En8Z’shαsα56con4Lαn8襯88∫n此εUπ舵4κ∫π840配（P．

　177）．Pergam・nPressandBdtishC・unci1．

（1のPr・ther・ugh，・P．cit．，（1998），P．85

（1匂　Raleigh，M．（1981）．丁鹿Lαn8昭885Boo丸皿，EA　Eng－

　1ish　Cenαe．

　　ILEA　English　Centreとは，内ロンドン教育局（lmer

　LondonEducationAuthority）の国語センターのことで

一102一



イギリスにおける多言語主義の言語教育的文脈

ある。1989年に解散し，現在ではEnglish＆Media

Centreとして運営されている。現職教師とロンドン大

学の研究者らが共同で調査研究，教材開発などを行い，

その業績は全国的にも評価されている。

（19　Mitchell，B．and　Bmmfit，C．（1993）．Lmguage　and

　　cultural　diversity．In　Fyfe，A．and　Figueroa，P．（Eds．），

　　E4躍6α距on／b7C麗」伽ハロJ　D∫v6r5’芝y（p．181）．Routledge．

⑫①Pr・ther・ugh，・P．cit．，（1998），P．82

SUMMARY

　　　Recently　the　view　on　standard　English　has　changed　in

the　UK　as　it　has　moved　toward　being　a　multilingual　society．

The　p皿pose　of　this　study　was　to　examine　the　influence　of

multilinguahsm　on　Engli6h　teaching．

　　　Educational　issues　of　multilingu組ism　in　the　UK　were

initially　talken　up．The　fbllowing　was　then　pointed　out：

　　（1）　It　has　been　argued　that　multilingualism　can　be　rec－

　　　ognized　as　a　factor　in　education　that　demands　a　recon－

　　　siderationofstand肛dEnglishastheco㎜onmeansof

　　　CO㎜miCatiOn．

　　（2）　One　point　of　focus　in　the　argument　for　having　a

　　　　‘standard，English　is　the　relation　between　st㎝dard

　　　English　and　other　lamguages。

　　　From　this　viewpoint，an　andysis　was　made　of“The

Languages　Book”to　examine　the　influence　of　multiligua1－

ism　on　English　teaching．“The　Languages　Book”is　a　text

for　secondary　schools　edited　by　M．Raleigh（皿，EA　English

Cen住e）andpublishedin1981．Theresults・ftheanalysis

were　as　R）llOWSl

（1）M㎜y　stodes　about　crossイul加ral　co㎜unication

　　　were　included　to　raise　language　awareness。

　　（2）　Through　role－playing　tasks，all　children　were　pro－

　　　vided　oPPo血mities　fbr　speaking　their　own　mother

　　　tongue　in　the　classroom．

　　　The　results　show　that　multilingualism　in　English　teach－

ing　in　the　UK　was　an　attempt　in　which　standard　English

was　used　with　other　languages　in　a　relative　and　equal　man－

ner．
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翻訳

読みについて（7）＊

（V”）読みのプロセス

　　　ルと手だて

　　　　アリゾナ大学

加藤学園暁秀初等学校

ケン・グッドマン　　＊＊

横田玲子（訳）＊＊＊

そのサイク　るのかを検証していきたいo

　前章までで，我々は基本的な3つのレベルプ即ちグラ

フォフォニック（文字音韻関係）レベル，語彙一文法レ

ベル，意味一実用レベルにおいて，実の場で真実性を持

つ英語の文面が，どのように構成されているかについて

検証してきた。また，，読み手は自分にとって意味がわか

るために文面と対応し，3つのレベルからの情報を同時

に用いていることを学んだ。この章では読みのプロセス

がどのように働き，意味をわかるために読み手はどのよ

うにこれらの情報を用いているかについて，より科学的

視点で考えてみたい。

　そのためにまず読み手の頭の中に入らなければならな

い。行動主義者らは人の頭は，中を見ることができない

「ブラックボックス」であるため，我々が唯一できるこ

とは，刺激とその反応を観察することのみであると述べ

ていた。だがいつも私は，それは「脳なし者」について

いえる事だと思ってきた。この章ではこの本全体を通し

てそうであるように，読み手は書かれた言語をわかるた

めにアクティブに用いる脳を持っていると仮定する。そ

して具体的な文面における具体的な読み手を見，我々は

だれもが文化と社会の中に存在し，それゆえに言語は常

に個人的であると同時に社会的であるということを思い

出しながら，読み手の聡明な頭の中では何が起こってい

率Onreading（7）．

料GOODMAN，Ken（University　of　Alizona〉
ホ申＊YOKOTA，Rayco（Translator，Katoh　Elementary　School）

意味の構成

　読みは構成的であるという私の見解は，読みの構成と

いうこと以上を語っている。著者は文面を創作する。前

章においてはその文面の性質と，、いかにそれが働くかに

フォーカスを置いてきた。だが読み手がわかろうとする

のはその文面ではない。読み手はその著者が作った文面

と対応する中で，読み手自身の文面というものを平行し

て作っているのである。

　対応していくうちに，著者の文面は，読み手がわかる

文面へと作り変えられていく。私のミスキュー分析はこ

のことの証拠を豊富に提供している。たとえば，読み手

が代名詞に出くわし，それが何を指すか「単にわからな

い」時，読み手は自分なりの指示物を与え，自分で構成

するその文面の音読で指示物にふさわしい代名詞を用い

ている，と言った例を見せている。それゆえに代名詞に

おけるミスキューのタイプは他の代名詞への入れ替えや，

aとtheの入れ替え，そしてあとわずかな限られたタイプ

に限定されている。

　読み手の文面は，読み手の頭の中にのみ存在するので

ある！そして読みのプロセスは，著者の文面に平行しま

た個人的に構成された読み手の文面にフォーカスが置か

れる。つまり，知覚も接語法もみな，この読み手自身の

文面によって支配されているわけである。構成も意味も

読み手によって築かれる。そしてもし何かおかしいこと

が起こると，読み手の頭の中の文面は意味が通じるよう

に再構成されなければならない。読み手のミスキューや
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その自己訂正は，意味の構成，そして再構成を示してい

る。読み手は著者が，何を言わんとしているかをわかろ

うと努力しつつも，築き上げる意味というものは読み手

自身のものなのである。

　この構成的な読みのプロセスの神秘を探究する上で，

いくつかの鍵になるアイディアが，手だてとなりそうだ。

＊　読みとは，読み手が意味を追及する中で，強力な手

　　法を用いるアクティブなプロセスである。

＊　読み手が行うすべてのことは，意味をわかろうとす

　　る試みの一部である。

＊　読み手は，意味を理解するのに，必要最小限の使用

　　可能な情報を使うことに極めて熟達するようになる。

＊　読み手が読みに運び込むすべての事柄は，読みを効

　　果的に進める上で，印刷された文面から彼らが用い

　　る事柄と同様に重要である。

　効果的で能率的な読み

　私は，ある意味で熟達した読みのモデルを提示するが，

発達途上にある読み手のミスキューの例を通して，この

モデルは熟達にはまだほど遠い読み手にも適応されるこ

とをあなたはすでに理解しているはずである。プリント

をわかっていく手段はたった一つであり，熟達した読み

手はそれをうまく行い，未熟な読み手は熟達した読み手

ほど，それをうまくは行えない。では熟達した読みとは

一体何であろうか。

　熟達した読みは効果的であり，また能率的である。効

　果的であるというのは意味をわかることができるとい

　うことであり，能率的であるというのは，最小限の時

　間，努力，エネルギーでそれが達成されるということ

　である。能率的な読み手は効果的であるために，印刷

　された文面から必要最小限の情報しか用いない。

　上記の定義は，読み手が誰であろうと，読んでわかっ

たことが同じであるとは言っていない。どんなに読み手

が熟達していようと，読み手の理解というものは，その

人が読みに運んでくる知識，経験，興味，価値によるの

である。運んでくるものが何でもよいと言っているので

はない。熟達した読み手によって構成された意味という

ものは，印刷された文面と常に関係しているが，同時に

その意味というものは，きわめて個人的なものである。

読み手と，文面との問には対応（第一章，解説参照）が

あり，また文面との対応を通して，書き手との対応があ

る。書き手と読み手の双方は理解するために努力し，そ

して理解し合っている。どれだけそれがうまくいくかは，

双方がその対応に持ち込んでくるものと，プロセスをい

かにうまく用いるかによる。

　能率的な読みとは比較的，速度の速い読みである。事

実，聞くということを理解するには，それが提示された

時間が必要な一方，読みは自分の速度を選べるという単

純な理由から，我々のほとんどは聞いて理解するよりも

速く，読んだことを理解する。平均的な読み手でさえ，

聞くことよりかなり速く読んでいる。スピードは能率的

であることの一つの結果であり，原因ではない。

　能率的であることは，いわゆる流暢さというものをも

生み出す。理解を，素早く正確な単語の認識，と信じて

いる人々は正にそう定義する。だが，正確な単語の認識

というものは，そのための手掛かりを限定し，意味に

フォーカスを置く必要性から我々をそらすため，否能率

的である。言葉を変えれば，効果的ではないということ

だ。我々は一語一語を認識する必要がないからこそ，速

く，また適確に読むことができるのである。

　熟達した読み手はそうでない読み手より，はっきり現

われるミスキューが少なくスムーズに読むのは確かに事

実である。だが繰り返すがそれは結果であって，熟達さ

の必要条件ではない。

　周期をなすプロセス

　脳が構成する意味に，我々の目が提供する視覚的なイ

ンプットを得るためには，周期を成す4つの段階一視覚

的，知覚的，接語法的，意味的一を経なければならない。

この周期は我々が読むことを開始すると（視覚的イン

プットを受けると）この順に次から次へと進んで行く，

と考えるとわかりやすい。読み始めた時の状況的な脈略

は，我々が印刷を見た時，何を探すかに影響を及ぼす意

味の予想をただちに組み立て始める。
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贈詠aL・慧

　　　　　　　　　　　　　　　Q
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　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　娼

　　　　　　　　　　　　　　　　鋤
　　　　　　　　　　　　　　　　．』

　Q　　　　　　　．●
い・b盈っが働

　もう一つ，心にとめておくべきことは，我々はこの周

期の段階を飛び超えることができるということである。

常に我々のゴールは意味を構成するということであり，

意味を我々がわかるために必要な情報が供給されれば，

周期の項目を飛び超えることが可能であり，現にそれを

行っている。我々は予測することに優れており，意味が

何であるかを決定する前に，知覚的イメージを作り上げ

ることはめったにない。そして周期の段階を進む。我々

は文字を見，単語を知り，文章パターンを認識すると信

じているが，“皿1e　Boat　in　the　Basement”での経験を思

い出していただきたい。あなたは意味に対して，非常に

自信があったので，現実にはあなたが見たと思った単語

を見ていた。

　知覚を形成し，知覚に基づいた接語法や言い回しを割

り当てるために，視覚的情報を用いるのは事実であり，

我々が扱っている言語の構成や言い回しを決定したあと

に意味へ到達することができる。だが読みというものは

一方的なプロセスではない。常に我々は可能な限りのす

べての情報を持っており，そしてその情報は十分に曖昧

であり，いつでも結論へと飛び超える一方，同時に矛盾

する情報を見つけるのに十分に仮定的でもある。

　私があなたに常に述べるように，脳というものは人問

の情報処理を行う器官である。読みにおいても，他のこ

とと同様に，我々の頭の中には脳があり，それを使って

いるのである。

周期における視覚

　目というものは，我々が知っているように，視力とし

ての道具である。レンズ，焦点を合わせる部分があり，

レンズを通った光が脳に刺激を送るセンサーを活性化す

る。そして脳が知覚を形成するのである。光がレンズを

通るとき，光線は逆になり，映像は逆さまに現われる。

我々にはそうには思えないが，それは脳が逆さまになっ

た映像をもとに戻すからである。我々が見たものは，

我々が見たと思ったものほど重要ではない。

　読みにおいて光は，印刷のページから我々の目へ跳ね

返ってくる。またいろいろな要因，つまり我々の目の質，

印刷のサイズ，照明の強さ，また何を見るかについての

予測さえこの周期における視覚に影響を与える。長年の

間に，私の眼鏡の度は強さを増し，細かい印刷を読むの

にさらに努力が必要になってきている。だが視覚心理学

者のポール・コラーズは「読みとは，付随的に視覚的で

あるにすぎない」（1969）と述べている。視覚的なイン

プットで何を行ったかのほうが，そのインプットの質そ

のものよりも，大切なのだ。

　フォーカスと凝視

　我々の目が動く時，ぼんやりしたインプットを提供す

る。脳にはっきりとしたインプットを提供するためには，

一点を凝視し，フォーカスを合わせることが必要である。

鼻から，読んでいるところへ線を引けば一回の凝視で

フォーカスが合うのは　　辺のぼやけた部分と，その中

のほん　7・さな部分でし璃い。我々は　〕こ何がある

か感　している一’々は確かに，　視点の周辺　動きを

見てい　　婁がそれは信頼できる情報　”　ほどはっき

りはしていない。私はこの段落の上に，あなたの凝視で

視覚範囲がどの程度働くかをあらわすものを重ねて印刷

してみた。その楕円は横に広がっている。なぜならあな

たの脳は，・この書物の印刷は一列にアレンジされ，情報

はその左右のほうが上下よりも重要であることがわかっ

ているからである。
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　もし，読みが的確な情報のみを用いるのなら，我々は

フォーカスを合わせたごく小さな部分しか用いることが

できない。だが，一連の曖昧さはその周辺のぼやけたイ

ンプットも使用可能にする。というのは我々は予測に基

づいて，知覚を組み立てるからである。ミスキュー研究

の結果がこれを示している。
　　　　　　　　　40wn
Andrew㌔eyes血・PPe虫thencl・seαIwent・nreading

and　when　I　looked40wn　again，Andrew　was　asleep．

We　did　the　same　and　the　horsεs　broke　into　a　trot．

　　　　　　Hors8
NeitherRuming　BirdnorI㎞ew　todde　a

上記の例は読み手が周辺の視覚範囲にある単語を読みに

組み込んでいるのを示している。最初の例は，挿入のミ

スキュー（downがdroppedの後に挿入された）であり，

次の例は，読み替えのミスキュー（Ruming　B廿dがRun－

ning　Horseに読み替えられた）である。これらの単語は

偶然に入り込んだのではない。ほとんどの場合周辺視覚

範囲にある単語の挿入や読み替えは文脈にあてはまり，

読み手自身の予測に合う文面を構成するためには周辺視

覚からのインプットさえ用いていることを示している。

　凝視という事については，眼球運動の検証によって研

究されている。読み手のまず最初の擬視は行の始まりと

は限らない1と言うのがその発見の一つであるがこれは

興味深い。このことは読み手にとって，次に何が来るか

について強い予測がある時効果的である。最初の凝視が

予測を確認すると，読み手は単に次へと進んで行く。そ

うでない場合，目は行の最初へと後戻りするのである。

　明らかな特徴

　音声学の研究においては言語学者らは明らかな特徴に

ついて，つまりある音素を他の音素と区別する鍵になる

特徴について語っている。だがそれらの明らかな特徴と

いうのは内容によって様々である。文字の並びとスペリ

ングのパターンの区別においても同様な事が言える。A

とHの違いは，Hの両辺が平行であり，Aのそれが頂点

で合い，間を繋ぐ線はHのものよりAのものが，やや下

に位置するということだ。だが字体が異なると，この2

文字の特徴は異なる。我々が見るものは脳が知覚を形成

する中でその価値が割り与えられていく。脳はaとhを見

つけた内容の中でaをaとし，hをhとする。別の例をあげ

てみよう。10は数字の10ともなりえるが，異なる字体

の中では10S3という単語の語頭である。脳は常に視覚

のインプットから，知覚を形成するに至る中で我々が使

う特徴というものに関して，このような変則性と曖昧さ

に対処しなくてはならない。

　周期における視覚のまとめ

＊　我々の目は，行に従って，あるポイントを凝視する

　　ために止まりながら，印刷された文面を左から右へ

　　と走り読む。

＊　凝視のたびに，目による視覚のインプットは脳へと

　進む。そのインプットは鋭くフォーカスが絞られて

　　いる場合もあるが，曖昧なフォーカスである場合の

　方が多い。

＊　文面構成や，意味について我々が知っている事柄は，

　次に何を見るかについての予測をたてる要因となる。

　　（なぜなら，脳は目が何を見るであろうかについて，

　事前の情報を得ており，即ち，凝視のポイントはす

　　でに知らされているからである。）・

＊　英語の正字法，字体等に関する我々の知識は，これ

　　から見ようとしている特徴が何を形成するかを知る

　　上で・またそμを見る前に我々の予潮を調整する上

　　で役に立っ。

＊　視覚のインプットは，瞬時に知覚のイメージヘと変

　　わる。

＊　必要に応じて，脳は視覚のインプットをさらに必要

　　とするために，目を後戻りさせる。だがほとんどの

　　場合，視覚の後戻りは読み手のミスキューが，意味

　　を構成する上で障害となった時に生じる。

周期における知覚

　この本で私は，意味の理解を含めた読みのプロセスの

鍵になるのは，認識することではなく，知覚することで

あると論じている。視覚のインプットのあと，脳はごく

わずかな時間で知覚のイメージを形成し，その後また短
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時間でそのイメージに価値というものを与える一つまり

何が見られているかを推測する。このスピードはどうし

ても必要である。初期におけるテレビのスクリーンは，

瞬時に，そして継続的にイメージを受け取り続け，テレ

ビを消した時そのイメージはゆっくり消えて行ったこと

を思い出していただきたい。そのイメージは重なり合い，

視聴者の知覚の全体をさえぎっていた。

　読みに関しても同様である。次から次へと新しいイ

メージが入ってくるので，我々の脳は，入って来たイ

メージを即時に使用しなくてはならない。何を見るであ

ろうかの予測は瞬時の知覚を可能にする。そしてここで

学ぶべき重要なことは，知覚する事柄は見たことに基づ

いているが，その見たことは我々の知覚に基づいている。

これはあなたがThe　Boat　in　the　Basementで学んだことの

一つである。

　知覚についての実験

　下の1から5の文章を今すぐに，決して読まずに何か

でカバーしていただきたい。次に一行ずつ，一一秒だけ見

て，またすぐにカバーする。鉛筆を用いて，見たものを

覚えているものをすべて書き出していただきたい。

1．☆＊十b％◎⑪＄戸Φ∫。。

2．　149162536496481

3．GNUpVfazHjlca
4・丁士anspotation

5．You’re　a　good　reader

　もしこれらの文章を見てしまったり，見るのを妨げら

れなかったら，何も知らない同僚や家族の者に対してこ

の実験を試していただきたい。一行ずつ，一秒だけ見る。

そして彼らが思い出して書き出したものを見る。次に挙

げるのがここでわかることである。

＊　まず一行目であなたは当惑した。なぜなら，一一つ一

　　つの記号は認識可能ではあるかもしれないが，あな

　　たが容易に認識できるシステムの一部ではないから

＊

＊

＊

＊

点の閉じた4だっただろうか。それとも叫だっただろっ

か。あなたはきっと見たとおりを書いたのではなく，知

覚したとおりを書いたのだろう。そして，あなたの知覚

したことは過去において知っていたことから予測したこ

とだろう。曖昧さの一連が知覚を支持し，あなたは自分

で見た時の4の形を用いたが，数字であるという予測範

囲内で数字の4に値するスキーマともいえる事前認識事

項を用い，あなたが通常4を表わすのに用いる4という

ものを書き下ろした。読みにおいて，知覚はプリントの

内容をわかるための試みの中で，見たものの形に価値を

与える知的プロセスである。読み手としてあなたがいか

に切れ者であるか，おわかりいただけただろうか。

　さて，もう一つ質問させていただこう。あなたは各行

の左端にある番号とピリオドを書いていただろうか。ほ

だ。イメージを形成するのに，あなたはもっと細部

に関する情報が必要だった。ゆえにこれらを思い出

せなかった。

瞬時にして事実上二行目が，数字のシリーズである

とあなたは知った。数字に明るい人なら，この行全

てを書き出せたかもしれない。というのはこの1，

　4，9，16，という並び方には，パターンがあるか

らである。つまり，、1から9の各数字の二乗が並ん

でいるのだ。もしこれが出来ていたらあなたはこの

一連の数字全体を瞬時に見たということであろう。

そうでなければ，たぶん三つから七つの数字を思い

出せたのではないだろうか。

三行目からはおそらく文面とほぼ同数の文字を書き

下ろせたのではないだろうか。英語の読み手は左か

　ら読み，ヘブライ語やアラビヤ語の読み手は右から

読み始めただろう。

四行目はほぼ完全な一単語でありそうで実はそうで

　ないとまでわかった。

五行目では，あなたは瞬時の理解に至った。だが文

末にピリオドを付けただろうか。五行目には付いて

　いない！

ところで，二行目であなたの書いた4は印刷と同じ頂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
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とんどの人々は行に番号が付けられていたことさえ気付

かない。つまり，彼らの脳はこれらの番号は重要事項表

示外で取り扱っている。あなたの書き下ろしたものには，

番号が付いているだろうか。番号が表示されていたこと

に気付きながら，番号を書かなかったのだろうか。それ

とも行の番号に今，気付いたのだろうか。おわかりのよ

うに脳は知っていることと，予測することをベースにし

て知覚するのである。

　知覚とは，我々が見たことを知っていることと結び合

わせるというその構成を成そうとするスキーマ上に描か

れる視覚インプットからのイメージを組み立てていくプ

ロセスである。このプロセスは常に構成的である。我々

の知覚は見たことによってコントロールされるのではな

い。我々は文字や単語を，自分の中で貯蓄しているイ

メージのいくつかとマッチさせることによって単に認識

しているのではない。我々は見たことに対する反応の中

で知覚を構成し，意味をわかるために必要な知覚イメー

ジを形成する中で，何が一番役立つかを見たことの中か

ら，選択している。

　上記の些細な実験は，効率的な読みの重要な一面を提

示している。即ち，視覚的な表示が有意義であればある

ほど，読むのはより容易になる。一行目ではわずかな記

号しか思い出せなかったが，同量の視覚インプットで，

五行目の意味ある文章は容易にその意味をつかめた。言

い替えれば，あなたは質の高い知覚を形成するために，

あなたに与えられた可能な情報を効率的に用いたという

ことだ。思い出していただきたい。効率的な読みとは，

文面の意味を得るために，必要最小限の視覚情報を用い

るのである。

　周期における知覚のまとめ

＊　脳にコントロールされた目は，視覚インプットを提

　　供するとすぐに，そのインプットから我々が見ると

　　予測した形を選び出す。そしてそれらに知覚的な価

　　値を与えていく。つまり一瞬のうちに，半円と縦の

　　線はclであり，これは別の場合にはdであるという

　　価値を与えるのだ。もし印刷の字体にサンセリフ

　　（文字の主要なたて辺の両端につく装飾的なごく短

　い線）がある場合，それがあるとわかりながら，重

　要な特徴にはならないと無視する。サンセリフなし

　の字体は付属物なしと予測されながら知覚される。

　道路標識や掲示板，或はその他環境の中にある印刷

　字体にみられる大文字のみの表示に出会う時も同様

　　に我々の予測をそれらに適応させている。

＊　我々は見ているものから，読んでいる意味，また接

　語法上や意味上の構成を理解する知覚イメージを作

　　り上げる。また，この世界の自分たちの知識のすべ

　　てを描いていく。

＊　知覚は，予測に大きく影響されるので，実際に見た

　　ものと違うことを知覚するかもしれない。だが文面

　　の意味を構成する上で支障がない限り，知覚が実際

　　の文面とマッチしないことに気がつかない。

＊　我々の脳は，知覚されたものが，過去においてわ

　　かっていたことや予測されていたことと合わないと

　　いうことを発見したとき，我々には二つの選択肢が

　　残されている。ほとんどの場合，我々は知覚したこ

　　との価値を再検討し，見たことについて単に自分の

　　考えを変える。だが我々は違うイメージを作るイン

　　プットを文面から得るために，目を後戻りさせるこ

　　ともできる。

周期における接語

　読みにおける周期の三つ目の段階を私は接語的段階と

呼んでいるのだが，ここにおいて読み手は，即座に言語

としての知覚的イメージを取り扱う。つまり，文章とし

てのパターンを割り当て，そ0過程を通して意味を割り

当てる。先に挙げた5行の実験の5行目でこのことは確

認済みである。長年の研究で言語レベルで中問に位置す

るともいえるこの段階について，私はより広く，深く理

解するに至った。現在，私はこの段階を「語彙一文法的」

と呼ぶのがふさわしいと思うようになった。なぜならこ

の段階は，文面の言い回しを割り当てることを含むから

である。私は接語的であり続けるが，それは即ち読み手
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が，文面を構成された言語として理解できなくては，読

解は不可能であることを強調するためである。そしてこ

れは読みの視点は単語の認識であるということが問違っ

ている一つの重要な理由である。つまりこの視点は，文

面の意味は，一つ一つの単語の認識の総計よりはるかに

多くのことを含むことを何ら説明しないからだ。

　さて，「語彙一文法」の周期の説明の中で，私はチョ

ムスキーとハリデーの理論を借用するが，彼等の洞察と

概念の私の理論への応用について，彼等に何ら責任を問

わないでいただきたい。

　意味を構成しながらの文法構成

　話し手と書き手は，理解されうる内容を作り出すため

に言語の構成（文法）についての知識を用いる。聞き手

と読み手が内容を理解するとき，彼等もまた彼等の言語

というものを作り出している。だがグラフオフォニック

記号と違い，文法というものは直接目に見えるものでは

ない。読み手は自分の読みというものに，言語の文法に

ついての知識を運び込み，また話し手や読み手が内容の

中にすでに盛り込んだ手掛かりを使いながら，文法を割

り当てていかなくてはならない。

　文法は目に見えないと言ったのは，「主語」，「述語」，

あるいは「SVO」といったラベルが各単語や文章に付い

ていないという意味であり，また文章の構造分析図が印

刷された文面には見えないという意味である。著者は文

法を使って書くが，読み手は意味をわかっていく過程で，

自分自身の文法の構成というものを組み立てなくてはな

らない。一つ一つの文節や文章の最初で，あなたは文の

構成やその構成の中で何がどう続くかを予測しなくては

ならない。もし最初の予測がうまく運ばなかったら，も

う一度構成し直し，或は，読み直さなくてはならない。

とはいうものの，あなたは言語についてとてもよく知っ

ているので，あなたの推測は通常十分な予測を導きだし

ている。

　「文法」とは，言語におけるユニークな現象ではなく，

言語としての呼び名である。この世の中というものは，

構成され，パターンができ上がった場所である。我々は

それを理解しようとする。だが順序や構成といったもの

は，ときに明確ではない。そして，我々の脳は世の中の

現実をテストすべく仮定を立てる。たとえば公共の場の

衛生施設はよく男性用と女性用とを分けている。（あな

たはその場所を何と呼ぶだろう，toilets，restrooms，bath－

rooms，1avatories，gentsmdladiesそしてあなたの使う方

言では何というのが，丁寧な言い方になるのだろう？）

もしあなたが女性用（Women）を探していて，男性用

（Men〉と書かれたものを見つけたら，きっと容易にそ

の反対側，或は，その次の部屋が女性用であることを推

測できるであろう。だが私の勤める大学の教育学部の建

物は，女性用を奇数階に，男性用を偶数階に配置してあ

る。このよう．な配置は，新来者にとっては大変予測しが

たくまごつかせる。彼等は，適切な施設が予測できる場

所にないことが信じられないのだ。

　構成を割り当てるということ

　読み手は手掛かりを用いて，まず文面に表面上の接語

的構成を割り当て，つぎに深層構成というものを割り当

てる。ハリデーによれば，読み手はまず，言語のある段

階（この段階は，さらに次のより大きな構成の中で機能

を持つのだが）の構成要素に機能を与える。これらの段

階は同時に構成されていき，読み手が文章を読み始めた

時から，彼等は視覚的インプットと知覚構成から，文法

の枠組みを選択しなくてはならない。もし，文法の枠組

みにそぐわないインプットを見つけた時，読み手は，別

の構成を試みるか，後戻りして見るかして，さらに多く

の情報を得，別の接語法パターンを割り当てるのである。

　言語というものはコントロールできるスキーマとルー

ルに従っていると読み手は期待している。表面上の構成

も，その下の深層構成もどちらも明白なものではない。

だがその両方を構成するために，読み手は彼等の知って

いる生成文法のルールを用いている。彼等は文面がどこ

に行くのかを予測しているので，その予測を確認したり，

変更したりするために，手掛かりを探さなくてはならな

い。次に挙げるのは，著者の用いたパターンと読み手が

予測したものが違っているのを示している。

一110一



読みについて（7）

Umi　was　able　to　make　his　way　to　the　stockade〈

Aro麗n4　　　　　　　　　　　　　　h6

around　the　building（．）He　climbed．＿

　四年生のパブロは，最初の文章はその行の最後で終わ

ると決めた。そこで文章が終わるのは少々唐突であるが，

おそらく彼は教科書の文章がよく，一行一文というよう

に配置されていたのを経験しており，それが影響したの

であろう。この文章の場合，stocadeで文章が終ることは，

文法的にも理解しうる文章となるが，「around　the　build－

ing．」という次の句を残してしまうことになった。

　もしパブロが残った句をどうしたらよいかわからな

かったら，予測を確認できず，文面をもどり何がまず

かったのか自己訂正するか，少なくとも自己訂正を試み

ただろう。（我々の研究では3分の1のミスキューは自

己訂正され，文の中で接語法的に受容され得ないミス

キューのほうが，受容されうるミスキューより高い確率

で訂正されている。）しかし，彼は句を残したままで新

たな文をスタートさせ，行のまん中で文を切るピリオド

を省き，接語法的に受容可能な新しい文章を作り上げた。

それができたのは，「aromd　the　building」が副詞句であ

り，ほかの場所でも用いられることができたからである。

意味が変わってしまったとはいえ，それはごく小さな部

分でのことである。

　ロ語におけるイントネーション

　音読の読み手は，ミスキューを通して我々に彼がどの

文章パターンを割り当てているかを示している。論理的

にいって，彼がミスキューをしていないときには彼の割

り当てた文章パターンは著者のものと同一であるという

ことがいえる。読み手（或は聞き手）にとって，文法に

行き着き，文法を通して意味を構成するという以外に道

はない。もし読み手が一つ一一つの単語，文字，・句読点を，

読みの最中の文法や意味についてを決めていく前に，正

しく確認しなくてはならないとしたら，読みというもの

は，途方もなく非能率的であろう。

　さらには，パブロのイントネーションは，彼が読んで

いるように接語のパターンを割り当てていることを確認

させている。彼が文章を読み始めたとき，それは文章を

読むのにふさわしいイントネーションで始まり，st㏄k－

adeの後で文を切ったときは，文の最後とわかるイント

ネーションであった。Aroundを読み始めたときは，

我々は聞き手として，彼が新し，く文章を始めたのがわ

かった。疑問文や命令文は平叙文とはかなり違ったイン

トネーションパターンを持つ。

　どんな口語においてもイントネーションというものは，

総じて音声の連続を調整する語勢（アクセント），音の

高低，間のとり具合のパターンのことをいう。我々は単

調には話さない。口語はその調子や韻律の中で，リズ

ミックであり，音に高低があり，波がある。このことは，

他の言語を話す人々の話しを聞いているとよりはっきり

とわかる。中国語は，英語よりも多くの抑揚変化を用い

るので，英語になれた耳にはとても音楽的な言語に聞こ

える。ドイツ語は喉音的であるといわれ，フランス語は

叙情的であるといわれている。

　聞き手としてのあなたは，イントネーションを文章パ

ターンを判断する手がかりにしている。発声がどんなふ

うに開始されるかで文頭を予測し，声が弱く小さくなる

パターンで文の最後を予測し，予測した構成がうまく

いっていることを確認する。私が言語においてとても不

思議に思うことの一つは，言語学者はイントネーション

の複雑さを説明するのにひどく苦労するのに，幼い子供

たちはそれをいとも簡単にマスターしていることだ。

　ハリデーは，ナイジェルという歩き始めたばかりの幼

児が，初期の言語の発達段階において，2種類のイント

ネーションを使っていることを発見した。一つは，自分

の周りの世界に対してコメントを述べる時のイントネー

ションであり，もう一つば，自分の要求を示すイント

ネーションであった。「Mo㎜y　shoe」は，そのイント

ネーション如何で，「瓢ose肛eMo㎜y’sshoes．」という

意味にもなり，または「Give　me（I　want）Mo㎜yラs

shoes．」ともなるのである。

　我々の研究において，読み手が作り上げている文章パ

ターンは，それがたとえ意味のない単語を含んでいよう

とも，ほとんどの場合イントネーションによって判別で
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きるものであった。多くの場合，イントネーションに

よって，意味のない単語がその文の中でどの部分に位置

するかさえわかった。

　だがイントネーションは個別な単語や単語の一部分の

特徴を示すものではない。それは口語言語全体としての

パターンを示す輪郭であり，全体としての口語言語の特

徴なのである。言語学の専門用語では“supersegmenta1”

（超部分的な）と呼ばれている。それに匹敵するものは，

書かれた言語には存在しない。句読点は読み手に文章パ

ターンを構成するのを助けはするが，イントネーション

ほど大きな役割を担っているわけではない。また句読点

は文章の輪郭というより，文章の所々で起こるものであ

る。

　パブロの場合，文の最後のピリオドが彼の文章パター

ンについての決定を助けるのに遅すぎる位置にあった。

つまり文章は続くのに彼はすでに決定を下していたので

ある。ピリオドはごく小さな情報であり，彼はそこにピ

リオドが来ることを予期していなかったため，それを知

覚しなかったのである。もちろんもし彼が，予測を確認

できなかったり，自分の作り上げる文章パターンや意味

の構成に，なんら支障をきたすものがあれば，彼はさら

に手掛かりを探すために戻ったときに，ピリオドに気が

ついていただろう。

　言い回しを割り当てるということ

　我々は話す時，文法を割り当てる一方，話し出す直前

に，単語やそのフォームをも選択している。そうしなく

てはならないということも，我々はわかっている。とい

うのは，深層レベルにおいて文節は連なり表層レベルを

形成するので，どの単語が必要であり，その単語のどの

フォームが要求されるかについての決定をくださなくて

はならないからである。第6章における例では，連結す

るルールにおいてYou　will　have　toが3つの文節から省略

されている。過去時制の動詞は過去のフォームをとらな

ければならないし，複数名詞は複数形のフォームをとら

なければならない。代名詞はその場所にふさわしいもの

が選ばれなくてはならない。

　文法が割り当てられていく中で，言い回しが決定され

ていく。そしてそれらは相互に影響しあい，助け合って

いるのである。特定な単語やイディオムの選択は表層レ

ベルの構造の変更を促すかもしれない。Mr．Cという失

語症の大人が，メモを書くのに，instmc“onsという単語

を書くのはむずかしいので，user、manualという単語を

選んだとする。そうすることによって，彼は異なる言い

回しとともに，異なる構成を用いなくてはならない。

　読み手はページにある言葉を読み始めることによって，

書き手のプロセスをそのまま反映させていくのであろう

か。私の答えは「否，しかし」である。読み手はわかろ

うと努めている。文面を前にして，読み手はそれぞれの

文頭で，或はその文が始まる以前でさえに，文法構成を

割り当てている。またその読み手は，期待するところの

言い回しをも，実際に言葉を目にする前に割り当ててい

るのである。だがこれは，読み手が実際の文面の言い回

しや単語に注意を払っていないという意味ではない。読

み手の期待するものと，実際の文面の単語との問にテン

ション（緊張関係〉があるという意味である。

　「The　Boat　in　the　Basement」を読んだ時，あなたは自

分の予測というものがいかに強く，文の突然の変異を見

落とす原因となったことを実際に体験した。読み手は，

意味と文の構造の両方を構成しながら読んでいるのであ

る。そして言い回しもまた構成しているのである。これ

は印刷された文面の言い回しを考慮せずには成しえない

ことである。とは言うものの，読み手はその言い回しに

コントロールされるわけではない。

　次にあげるのは，「皿1eManWhoKeptHouse」から，

別の例である。
　　　　　　血y
So　the　next　moming　the　wife　went　off　to　the　fbrest　The

　　　　　　　　　　　　　　　　／oわ
husband　stayed　home　and　began　his　wife’s　work．

　この読み手は，内容に合う自分の言葉を使って読んで

いる。つまり読み手は文面を理解しているが，著者とは

違った単語を予測しているのである。momingの代わり

にdayを使い，workの代わりにjobを用いることで，・自分

が試みた意味を保っている。この読み手は，dayがm　o　r
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n　i　n　gと綴るとは思っていない。だがその観念を理解し，

ほかの単語を使ってそれを表わしている。jobを選んだ

のは，おそらく読み手自身の生活の中で，その行為を表

わすのに用いる単語なのであろう。この単語の置き換え

は意味を変えるものではない。従って，読み手にとって

なんら訂正する理由はない。読みの目的とは，単語を正

しく拾うことではなく，意味をわかっていくことなので

ある。

　私は，言語を話す時，言い回しと文法の割り当ては一

番最後に来ると述べたが，単語をどのように発音し，ど

のように綴られるかということが言い回しの最後に来る

ことを付け加えよう。話す時には，文法がイントネー

ションを決定し，イントネーションが言葉の強調や，句

読法を決定するのである。一方言語を書く時には，ほと

んどの言葉には，標準となるスペルがあり，もし我々が

それを知っているなら，我々が自分で創作したかもしれ

ないスペルのルールにとって代わることとなる。

　言葉と文脈

　単語認識中心の読みの理論が引き出す，読みについて

のもう一つのごくありふれた誤解をはっきりさせること

に，少し時問を取りたい。この理論の提唱者でさえ，文

脈が読み手にとって具体的な単語を読ませるのに影響す

る可能性があることを指摘している。だがこの人達は，

文脈というものを単語を認識するためにいくつかある手

掛かりの中の一つとすることで，事を逆さまにとらえて

しまっている。現実には，意味をわかっていくプロセス

の中で，グラフォフォニックの特徴（我々がその単語を

どのように見，また発音するか）のみならず，文法の手

掛かりの一切や，意味の状況のすべてを用いて，単語が

何であるかを判断するのは，我々なのである。

　口語言語において，我々は文面にマッチする単語を使

うかもしれないしそうでない単語を使うかもしれない。

能率的に読む読み手は，通常我々が期待するように読む

が，彼等はまた文面に正確にマッチせずとも，同義語や

意味が通る言葉に置き換えても読む。時々意味のない単

語を使ったり，いくぶん意味を変える単語を使うことも

ある。どの単語にも，文脈（文章における文法，意味，

そして文面〉があるが，読み手が文面の言い回しから決

断を下すにはそれら以上のものを利用している。

　読み手の最初の関心事はすべてをわかるということで

ある。このことは，ときには，意味と文法を保ちながら，

言い回しを変えるということにもなりうる。つまり，文

法を保ちながら，意味のない単語を作り出すこともある。

うまく進む読みの多くの場合は，言い回しと文法とがも

とになる文面と同じである。なぜなら，読み手はその読

みのプロセスをうまく操作しているか、らであって，単語

の一つ一つを正しく認識しているからではない。言葉の

意味を正しく捉えるということは，全体の意味がわかる

ことによって生み出されることであり，その逆ではない。

　2年生，4年生，6年生における研究では，どの学年

においても，ミスキューの60％は，自己訂正以前に受容

可能なミスキューであった。読み手はたとえ意味の一部

を欠損し，言い回しを変えたとしても，文法の情報を効

果的に用いている。2年生でさえ，深層レベルの構造の

全てを見失う結果になるミスキューは20％以下であった。

この研究のすべての学年で，単語の置き換えの60％から

80％は期待された反応（文面通りの読み）の文法機能と

同じ機能をもつものであった。つまり，名詞は名詞に，

動詞は動詞に，前置詞は前置詞にというものである。

我々は多くの意味のない単語への置き換えさえも，読み

手のイントネーションと文法的な単語の語尾のフォーム

によって，その意味のない単語の文法機能を言い当てる

ことができた。つまりpoustsはpostsのことであり，b㏄r－

ingはbearingのことといった具合である。

　多くの場合，単語の挿入や省略は，文法的に受容不可

能な文章を作り出すこともなく行われていた。次の例は，

スペイン語を第一言語とする4年生の読み手が「Sancho，

theHomesickSteer」を読んだ時のものである。
　　　　　　　　　　　rhε　　　　sh6
Shepou「磁w㎜血凪intoabo枕1嘉6山e甲on血enoo「

with血ecぜsheadinherlap・“取y・ung（t・）1・sey・肛

mother，my　Sancho．．．”

　この読み手は，bottleを限定的なものとしてaをtheに置
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き換えた。また次の文節では省略された主語の予測から

sheを挿入した。youngの前のtheの挿入は同様な予測に

よるものである。著者は会話部分で，会話的なトーンを

作り出すために，you　areを省略している（You　are　so

yomg　to　lose　your　mother）。読み手は形容詞のyoungの前

にtheを置くことにより，youngを名詞とし，次に不定詞

のtO　lOSeのtOを省略することにより，他動詞の10Seとし

た。この読み手は意味を得ようと努力する中で，文法を

可能な範囲で変えている。ところで，この幼い読み手は，

子牛の名前のSanchoを読む時くすくす笑い，「私の住ん

でいるテキサスのこの辺では，結婚した女の人のボーイ

フレンドのことをこう呼ぶの。」と言った。子供は読み

の中に，自分の持っている知識を自然に持ち込んでくる

のである。

　6歳になるアラビアからの移民の男の子は次のような

読みをした。
　　　∫h躍
Ith・ugh卯e（re）伍gerat・rw・uldexp1・dα

　彼は，この著者自身の文法構成において，文節を表わ

すためによく用いていたthatを挿入した。これは，この

読み手がまだ英語を習得しているその過程において，彼

自身が英語の文法をコントロールする力があることを示

している。もしその力がなかったらこのミスキューは起

こりえない。次にこの子供はreffegeratorのことをfdgera－

torと読んだ。これは彼の第二言語の背景を示している

ようにも見えるが，むしろもっと単純に英語を母国語と

する子供達もよく用いる単語の未熟な形であろう。

　読みにおいて，我々は文面の意味をわかろうとする。

文面の特徴の一つは，言い回しがあるということであり，

この言い回しを我々は文面を理解する過程で用いる。だ

が，我々がそこで作り出す言い回しというものは，意味

を構成する中で文面に我々が割り当てたところの言い回

しなのである。我々は単語を認識するのに，文脈を使う

のではない。我々が意味を構成する過程で，文脈の中で

言い回しを割り当てるのである。

　周期における接語のまとめ

＊　周期における接語は，表面上の構成を割り当てる知

　覚的なイメージを操作することから始まる。そして

　その構成は，文面の中で我々が期待する構造的なス

　　キーマとしての役割を果たす。文章を読み始める時，

　我々はその文が疑問文なのか，命令文なのか，平叙

　文なのかを決断しなくてはならない。

＊　この表層の構成から，深層構成というものを割り当

　　てていく。その深層構成は我々は意味を得るために

　文節をひもといていくのを可能にし，また文節同士

　　がどのように関係し合っているかにより，意味を構

　成するのを可能にする。

＊　次に，我々は新たな表層構成を生成させる。だが，

　　それは文面に一致するかどうかはわからない。多く

　　の場合，文法における予測というものはとても強く

　働くために，我々は文面の手がかりとなるところ，

　　特に句読点のところでミスキューを生じる。自分が

　　予測したパターンをそのまま完成するべく前置詞句

　　を使いながら，ピリオドまでを一気に読み通すかも

　　しれない。複数の読み手が次の文章で同じミス

　　キューをする。「Heheardafainttappingandavoice

　　calling，somewhere　above．」何人かはこれを「He　heard

　　a　faint　tapping　and　a　voice　calling，“somewhere

　　above．”」と読む。この場合，言い回しは同じ形で

　　残るが，文法構成と意味は変わってくる。だが表層

　　構成が再構成される中で言い回しも変わってくるこ

　　とも有り得る。いくつか前に提示した例などはそれ

　　を示している。

＊　接語のパターンと，読み手が生成した言い回しとが，

　　意味を構成する上でなんら障害にならない場合，読

　　み返したり，再構成を試みたりする理由は何もない。

　　一方，読み手が割り当てた接語や言い回しがうまく

　　働かない場合，さらにインプットを得ようと，その

　　読み手は別の言い回しや文法を試みたり，読み返し

　　たりする傾向にある。

周期における意味

我々が文面を読みながら接語的構成を割り当てていく
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中で，その文の深層構造を掴み，文節をひもとき，意味

に到達する。つまり，読みの周期における意味は，接語

／語彙文法から流れ出てくるものなのである。そして

我々の脳は，この変遷において言語をプロセスする過程

から，意味をプロセスする過程へと移っていく。私が自

信を持ってそう言えるのは，我々のミスキュー研究の対

象者が確かにそのような移行を示しているからである。

　だが，それがどのようにして起こるのか私にはわから

ない。ある人々は，我々の脳は意味を取り扱っていく生

化学的な言語というものを，持っているからだと述べて

いる。いずれにせよ，読みは（言語利用のどのプロセス

においても）思考と言語の両方を含む心理言語学として

考えていくことが有意義である。私はまた，思考は言語

と分けて考えることも有意義であることがわかった。

　だが再度強調したいのは，いろいろな言い方をしてき

たが，意味を取り除いたら，言語には何もない，という

ことである。読みのプロセスの全体は，我々が読んだこ

との意味を理解するための決断に統合される。私は周期

における4つ目のこの段階を意味が構成されるという範

疇で，意味の段階と呼んでいるが，ほかの3つの段階，

つまり周期における視覚，知覚，接語の段階を，意味を

構成するということの言及なしで論じることはできない。

視覚インプット，我々が作り上げる知覚，そして割り当

てる接語のパターンはどれをとっても，読みというもの

を文面をわかっていくことにフォーカスを当てると，全

て意味の構成に指揮されているのである。

　先に述べたように，我々は読みの周期の中である段階

を使い終える前に，そこにある情報の全てを使わず，先

の段階に飛びこえても文面の意味をわかることができる。

このことは，親しい人との口語の会話においても同じこ

とがいえる。つまり，聞き手が内容をすでに把握してい

る場合，相手が話し終わらないうちに返答をする場合な

どその例である。読み手がよくわかっている分野の本を

読む時，信じ難いほどの速さでページをめくるのを見る

ことがある。

　再度確認するが私は単純な意味での「意味」の段階の

ことを言っているのである。つまり具体的な識字事象の

文面には，実用性と文化背景の脈略というものが明確に

入り込むので，この場合を私は「意味一実用的」と呼ぶ

ことにしている。我々の読みのプロセスの理解を助ける

数々の鍵になる概念を論じながら，この周期における実

用的な面についても語っていくつもりである。

　与えられた，そして新たな情報

　どんな会話においても，新しい情報は何度も何度も繰

り返される。（会話とは，我々の目的において二人か，

それ以上の人間の間でかわされるコミュニケーションで

あり，書かれた文面というものは，書き手と読み手が同

じ場所，同じ時間にいなくとも，その会話を確認できる

会話である。）新たな情報と，すでに与えられている情

報は大変違った形で提示される。一般的にいうと，言語

はすでに与えられている情報を，繰り返さずに言及する

ことが可能である。

　夫婦間の会話では，第6章の「皿1e　Man　Who　Kept

House」の例のように，夫は，「Icandoallthat」と返答

しているが，この「do　all　that」は文脈なしでは意味を

持たない。だが我々はこれは妻が並べた家事仕事のリス

　トのこととわかっている。読み手自身の作り上げる文面

．に与えられた情報で，その内容がすでにわかっているた

め，繰り返してその一つ一つを述べる必要はない。文面

は単にそれがもうわかっている情報だと示しているだけ

で，読み手は著者と共通の指示物を探り当てなければな

　らないことになる。

　会話においては一般的なルールがある。「節約的ルー

ル」と私が呼ぶに至ったもので，すでに与えられた情報

の繰り返しを最小限にすることを要求するものである。

例えば，一度出てきた名詞は，読み手に混乱を生じさせ

ない限りにおいて，二度目には代名詞に置き換えられる。

わかりやすい会話はより短い方が好ましい。読み手は文

面である情報がすでに一度提示されているというシグナ

ルを見つけると，その指示物を予測することができる。

またそのことは，新たな情報をはっきりさせる。だがそ

れは読み手に，すでに読んだ文面に平行する読み手自身
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の個人的な文面を構成することを要求し，それは文面の

暗示的なコネクションの全てを読み手にとって明示的な

ものとする。このアクティブな文面と意味の構成なくし

ては，理解には行き当たらない。

　インプット，そしてアウトプットとしての意味

　読んだものを理解する能力は常に，読んでいる分野の

ことをどれだけ知っているかということによって，限定

される。あらゆる読み手にわかるようにすばらしく構成

された本は存在しない。そしてどんなに優れ，効率的な

読み手といえども，書かれた物の全てを理解する人はい

ないのである。我々が読みから意味を構成する時，我々

は自分あ持つ知識，信念，価値観というものを下敷きに

している。このことは次の二つの推論を引き出す。

＊　読んでいることについてより知識があれば，読みは

　　より容易になる。

＊　読み手の知識と信念は，その読み手が構成する意味

　　に大いに影響する。

　読みの周期のどの段階からでも，我々はその読みに意

味を運んでくることができるが，接語パターンを感知す

る段階から，意味を構成する段階へ移る時が特に影響を

及ぼす。我々の推測と予測は，意味についての期待と意

味を構成する組織に用いるスキーマによって形づけられ

るのであろう。

　もし，書き手が読解可能なものを書こうと思ったら，

ターゲットとする読み手の経験，認識，信念といったも

のの感覚を頭の中に入れ，読み手が，すでに知っている

事柄の上に立って，意味を作り上げていくためにふさわ

しい例や，その他の機会を提供しなければならない。再

度繰り返すが，読みは相互活動なのである。文面そのも

のは，意味を持ち得る可能性を備えているが，読み手は，

そこに意味を運んでくることにより文面の意味を変えた

り，読みを進める中で読み手の知識に新たなものを加え

たり，または知識を変化させたりしながら読み手自身が

変わっていくのである。

　同化と調節

　新たな情報は，我々がすでに知っている情報の中にう

まく適合する場合もあるが，時には全く適合しない場合

もある。我々の基本的な理解や信念と正面からぶつかる

場合さえある。その場合，我々はその新たな情報を拒否

するか，我々のスキーマを変えるか，どちらかを迫られ

る。ピアジェはこの二つの意味構成と学習を区別させ，

同化と調節と呼んでいる。（ピアジェ，インヘルダー，

1969）研究の中で我々はこの二つの例を多く発見した。

　訂正されなかった質の高いミスキューの多くは，読み

手は自分で気付きもしなかったもので，これらは同化を

示すといえる。情報の調節というものは学習過程の中で

さらに込み入った部分であるが，この調節ということに

関する問題を示すミスキューはピァジェのいうところの

不均衡（disequilibrium）を反映している。

　ある少年が自分の修理がもとでトラブルを被った物語

に，「Freddie　f㎞ied　to　his　cellar　worktable」という文章

がある。32人の幼い読み手のうちの13人がこのhisをthe

に置き換えて読んだ。この物語の他の部分でのhisに関

しては，このようなことは起こらなかった。これはこの

13人の読み手は，この少年が地下室に自分の仕事机を

持っているという概念を同化することができなかったこ

とをはっきりと示している。同じ物語でこの少年が懐中

電燈を作るところを詳しく表現している場面がある。

　　注意深く，彼は電池の端と端とがきちんと合うよう

　　に定規の上に置いて，電池をテープでとめた。最後

　　の電池の下で電線をかたく結んだ。それから，その

　　電線を二つの電池の両端から持ち上げ，電球につな

　　いだ。電線を電球の下に巻きつけてテープで止めた。

　　次に電球が上の電池のキャップに着くようにテープ

　　で止めると，電球は光を放った！フレデイーは定規

　　の上で電球をテープで止めた。エリザベスのために，

　　お手製の懐中電燈のでき上がりだ。

　ほとんどの読み手はこの部分をかなり詳細に再話した。

つまりこの文面を理解する中でこれらの情報は同化する

のに容易であり，よって思い出すのも容易だったわけで

ある。

　文面の理解が読み手にとって容易か困難かは，それが
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容易に同化されるものか，または読み手のスキーマと理

解に調節を要求するものかに関わっている。読みにおい

て不鮮明だったことが，急に鮮明になった時，誰もが

「なるほど！」と叫びたくなる経験を持っている。概念

や，プロセスの主要な調節というもは，我々のスキーマ

の中で行われるが，おそらくそれは，我々が理解したと

思ったことと，経験していることとの矛盾による，大き

な不快感（不均衡）を経て起こるのであろう。

　だが多くの場合読みの中で学んだことよりも，すでに

我々が知っていたり信じ込んでいたりすることの中で意

味を構成する。我々は，矛盾する情報を無視するか，調

節するかのどちらかによって，我々のスキーマで一貫性

を保たないものを保つようにさせるのである。このこと

は，未熟な読み手や，情報が十分ではなく間違った読解

をした読み手のことだけについて言っているのではない。

多くの学術的なものを読む読み手でさえ，文面が異なっ

た見解を述べる時，自分が正しいと信じていること，或

は自分の知っている例を基礎にして意味を構成する傾向

にある。

　我々がすでに知っていたり，信じている事柄を支持す

る内容を読みの中で獲得する時，同化ということは，よ

り快い経験である。例えば，ある物語は素晴しい内容で，

我々がすでに持っている知識を脅かすことなく，逆にそ

の知識を心地よく，また容易に拡大してくれる場合など，

その例といえよう。

　書き手として私の述べてきた事が，同化にせよ，また

はより苦痛をともなう調節にせよ，あなたにわかってい

ただけていることを願う。だが多くの読み手は時々，ま

た何人かの読み手は多くの場合，私が述べた論理とかな

り異なった方法で意味を構成しているということも私は

了解している。でなかったら私は自分のこの読みにおけ

る意味の構成の性質を肯定し続けることはできない。

　経験的，人間相互的，また文面そのものの意味，これ

　らの統合

　第6章で論じたハリデーの述べる文面の中で表わされ

る相互に織り成し合い，支え合っている3種類の意味に

ついて思い出していただきたい。文面どおりの意味は，

文面が接語的，意味的構成の両方を持っているので，読

みの周期における接語ということに最も近接して関係し

ている。与えられた情報，新たな情報について私の述べ

た事は，経験的意味，また人間相互的意味を構成するた

めに，いかに文面そのものの意味が必要かを示している。

　とりわけ我々が気づかないうちに影響を受けている情

報提供的な本やニュース雑誌の記事において，人問相互

問の意味というものは時として微妙である。我々の信念

や価値観に影響を与えるようにデザインされ，巧妙に選

択される扱いを受けたトピックの中での事を，我々は現

実の情報として取り入れるかもしれない。ユーモアや風

刺などを含めて，人問相互間のメッセージというものは

大変微妙であり，そのメッセージの確信を全く取り逃が

してしまうことも有り得る。

　実用性が，人問相互問の意味や微妙性を発見していく

我々の能力において，主要な役割をはたしている。我々

は「りこうな亀」という物語をミスキュー研究のために

用いた事がある。亀が村のコーン畑を荒した後つかまり，

人々はその亀に罰を与えようとする。亀は「どんなこと

をしてもいいが，川に投げ込むことだけは勘弁してく

れ。」という。そして人々は亀を川に投げ込み，亀はやっ

たとばかりに川を泳ぎ去っていく，という話だ。

　我々の研究に参加してくれたほとんどの2年生の読み

手は，この話の筋を理解していたが，この亀が人問に対

して行ったトリックは全く取り逃がしていた。フィリ

ス・ホーズによる英語とイェディシュを使う子供のミス

キュー研究において，7歳の子供はこのトリックを再話

の中で正しく拾い，こう話した。「もし，誰かに，何か

してもらいたかったら，してもらいたいことと反対のこ

とをいうといい。」

　全ての文面は層を成す意味を表わしているということ

を，我々が理解するのに役立ったのはハリデーだ。素晴

しい文学作品というものは，大人向けのものであれ，子

供向けのものであれ，読み手がそこに運んでくるもの如

何で，広範囲に渡る読者に，広範囲に渡る深さと広がり
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のある楽しみを与えるとともに読解を可能にしている。

皮肉にも，読解指導というものは，限定的な経験的意味

の正確な再生ということに焦点が絞られすぎ，幼い読み

手が読みの中での人間相互的な意味から遠ざけてしまう

傾向にある。

　状況における文脈の影響

　この本の前半で，読みの輪郭を作り，実の場で意味を

持つ目的や機能を与える状況下文脈で，全ての識字事象

を読みの活動として捉えていただきたいと私は先に述べ

た。読みの周期における意味ということを理解するため

に思い出さねばならないのは，読み手が構成する意味は，

読み手の目的，その読みが請け負う機能，そして具体的

なジャンルにおける分野，主旨，様式というものによる

ということだ。識字事象の前後に起こる事柄も，読み手

が意味を捉えることに影響している。例えば，テストの

ための詰め込み学習はその例である。

　読解することと読解

　我々のミスキュー研究は読みの二つの現象を区別する

ことを我々に教えてくれた。つまりそれは読解すること，

と，読解である。読解すること（Comprehending）は書

かれた言語の意味をわかってくプロセスであり，読解

（Comprehension）は結果としての意味である。言い替

えれば，読解することは過程であり，読解は結果，或は

成果ということである。

　伝統的に，読解のみが注目されてきた。テストはそれ

を測るために構成され，テストの点数は読みの技術をテ

ストするとともに，読み手の能力を判定するために用い

られてきた。この方法は，同等の能力では内容を問わず，

ある程度の困難さをもつ文面を同じように理解できる，

という仮説に基づいている。

　これまでの説明でおわかりのはずだが，これは筋の

通った仮説ではない。読解は，読みの能力だけではなく，

読み手が読みに運んでくる知識に常に関わっている。さ

らに言えば，テストは読みそのものの終わった後に行わ

れるので，読み手が何を思い出せるかに焦点が置かれる。

いわゆるペーパーテストでは，多くの場合不自然な質問

への答えを提示する作業の中で読解そのものは縮小され

てしまう。

　我々の研究では，一問一答ではなく読み手に物語の中

で思い出せること全てを話してもらう再話を使った。読

み手の再話が一段落した後，よく我々はさらに詳しい再

話を助けるために，オープンエンド（open－ended）の質

問をした。この方法は非常に有効であるとわかったが，

それでもまだ読みの後の作業に限定されている。

　とは言うものの，ミスキュー分析は，読み手が文面を

うまくわかっていくプロセスを知ることによって読解度

を知ることができる。我々はミスキュー分析の二つのス

コアーを足して読解度を測っている。まず，意味の構成

になんら支障のない，受容可能なミスキューがミス

キュー全体の何％を占めるかを調べる。次に意味構成上

受容は不可能であるが，正しく訂正されたミスキューの

パーセンテージを調べ，前者のスコアーに足す。そこで

出てきたスコアーを読解度とするのである。これは読み

手がどの程度うまく意味を構成しているかを判断する尺

度となる。この読解度のスコアーと，再話のスコアーの

相関関係は，高くも低くもない。読解は読解していく過

程によるのであるが，これはまた先行する知識にもよる

ので，相関関係がきわめて高くなることもない。

　読みの周期における意味のまとめ

＊

＊

＊

読みにおいて，全ての事柄は意味をわかっていくと

いう一点の周囲に集まってくるため，我々はその意

味というものに向かって，それ以前の周期を飛び超

える。我々は視覚から知覚，そして接語や言い回し

へ
，

という流れの中で文面の意味を作り上げていく。

読んだところまでを我々は理解し，構成していく意

味が筋が通った一貫性を保つ限りにおいて，我々は

文面を読み進める。

我々が文面を理解し得ない時，或は意味の理解を妨

げるミスキューをした時，我々には2つの選択があ

る。考え直し，新たな意味，接語，言い回し，概念

をその文面に与えるか，わからなくなったところま

で戻るかである。
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＊　我々がわからなくなったところまで戻る時は，意味

　　の構成の初めの部分か，或は，文章，文節の初めに

　戻る。そして，我々はさらなる視覚情報，知覚情報

　　を用いて，新たな構成，意味を文面に与える。

＊　それにも失敗した場合，或は，我々自身の選択に

　　よっては，意味を構成することを保留して読み進め，

　　意味をはっきりさせる鍵を探す。熟練した読み手で

　　さえ，細かい部分の意味は我々の理解をすり抜けて

　　しまっていることに気づくが，読み続けるのに十分

　　な価値ある意味を得ている限りでは，我々は通常満

　　足している。

心理言語学的手だて

　我々の頭は身の周りの世界を理解しようと常に忙しく

活動しているように，我々は読みにおいて，いつも文面

をわかるために頭を忙しく働かせている，という状況を

私は述べてきた。我々の頭は，何かをわかるための手だ

て，というもののレパートリーを持っている。読みにお

いてのこの手だては，心理言語学的手だてといえる。な

ぜなら，読みは，思考と言語の間での絶え問ない相互活

動であるからである。

　我々は文面，すなわち書かれた言語から始める。そし

て様々な言語レベルの手掛かりを用いながら，文面と平

行した我々独自の構成と意味というものを作り上げる。

読んでいる間，その内容理解のために，独自の手だてを

用いるが，ある周期の段階においては，ある手だてを他

の手だてより多く使う。すべて手だてというものは，

我々が聞いたことをわかり世界を理解していくために，

それなりの役割がある。

　開始と認識の手だて

　物を読むには　まず我々の頭がそう決断しなくてはな

らない。だがこのことは，ごく自然に起こるので，我々

が意図的に決断しているとは気がつかない。次のことを

考えていただきたい。あなたは，前に座っている人のズ

ボンの一部に文字を見つける。目の前の人のズボンに文

字が入っていることを，あなたは気付いているが，それ

が言葉であることに気付くには少し時間がかかる一が

何か書いてある。そしてあなたは，その言葉をいとも簡

単に読み，なぜそれが言葉であると気が付くのにそんな

に時間がかかったのだろうと不思議に思う。（私は書か

れた言語としての何かを認識することを言っているので

あって，文字や単語を認識すると言っているのではない。

書かれた言語を認識することが，読みのプロセスを開始

させるのである。）

　読みというものは意図的な行動であり，そこに読むべ

き文面があり，読みのプロセスを開始させることを決定

するために，我々は手だてを持っている。読むというこ

とが開始された後にのみ，他の手だてが活動しはじめ，

我々は読んだものを理解するのである。明らかに我々は

どんなものであれ読み始めるにあたって，この一連の手

だてを用いる。しかしまた，字体や言葉が変わったり，

我々の読みの目的が変わって，読むことをストップした

後にも同じことを行うのである。

　終了の手だて

　読みの開始と終了とは，親密に関係している。開始の

ように，終了も読みの行動において，大抵一回かそれ以

上行われる。読むのを止めると言うことも読むのを開始

することと同様に意図的なのである。それは，もちろん

本の最後にも起こることだが，それだけではない。読む

のを止めるには，次のような様々な理由が考えられる。

（順番は不同である。）『

興味の喪失，不十分な照明，じゃまが入る，つまらない

文章，時問がない，読解不可能，内容に失望，不愉快，

期待したものと違う，注意散漫，目標達成，読みにくい

印刷，退屈，など。

　本を読み終わったから，読むという行動をやめるとい

うのは，むしろまれな終了の手だてである。1143ページ

の小説を読んでいるとしたら，最後まで一度も止まらず

に読むということはまずないであろう。だが，いつあな

たは読むことをストップするのであろうか。章やセク

ションの最後だろうか。読むのをやめる行為はしおりを

はさんだり，ページの端を折ったりすることを含んでい
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るだろうか。あなたはその本を決まった場所に置くのだ

ろうか。私は先に，新聞記者たちは読み手が記事を最後

まで読まないと想定して記事を書くと述べた。だが一体

何が，我々があるものを読むのを止め，ほかのものに移

るという決定をさせるのであろうか。我々は直感的に読

み足りたと知るのであろうか。

　読みの開始と終了に手だてを用いていると私は指摘し

たが，それは，他の段階での手だてを我々が理解するの

を助けるからである。そして，一冊読み終わらないうち

に，何度も読む行為を中断するということを知ることは，

幼い読み手にとっても同じことが必要であり，その権利

があることを我々に教えている。

　抽出，選択の手だて

　心理言語学者のジョージ　ミラーは一つのグラフィッ

クの表示から人がいくつの情報を得ることができるかと

いう研究を発表した（1956）。彼は3つから7つの情報

を我々は知覚することができると結論づけたが，これら

の情報は，文字，形，単語，句，或は，文章全体から

我々が生み出すイメージに我々が課するスキーマ（すで

にある知識の概要）如何によっているのである。さらに

言うと，先に見てきたように，文字は内容によって様々

な字体や形をとり，グラフィックの表示そのものは，曖

昧さを持っている。英語においては単語の始まり，特に

子音は残りの文字よりもさらに役立つ情報というものを

運んでくる。いずれにせよ，脳が我々の目に見るように

と指示するものは，我々がそこで何を見るか期待してい

ることにかかっている。

　抽出，選択というものは，我々が用いる手だての中で

も重要なものである。我々はグラフィックの表示の中か

ら，言語の書面組織，その言語組織，文面，そして目が

ある一点で凝視するまでに作り上げた意味について，持

ち合わせているすべての知識を使いながら，最も重要な

ものだけを選んでいる。言い替えれば，我々がすでに

知っていることを基礎にして，最も重要なものを選んで

いるのである。

　上記のことは，常識と矛盾する洞察の一つである。読

み手は，注意深く読み，文面からの情報をできるだけた

くさん用いると我々は考えてきた。だがこの本で学んだ

ことは，逆のことである。すなわち，効率的な読み手は

文面の意味を掴むために，必要最小限の情報を用いるの

である。

　もしそれが正しいとすれば，効率的な読み手となるた

めにきわめて高度に効率的な手だてが情報抽出と選択の

ために必要になる。そして読む内容について，すでによ

り知識を持つならば，我々の手だてはより効率的になる

だろう。読みを習う段階にある人の読みは効率性もまだ

未熟だろうし，誰でも意味に対応するのに十分な知識を

持っていない困難なものを読む時，我々の効率性は低く

なるのである。

　予測，推測の手だて

　読みの周期についてのところで，予測の役目というも

のをいくつもの例によって述べた。我々は読んでいる時，

「全ての情報」を得てから，「決定を下す」のではない。

我々はつねに，文面の内容がどの方向へいくのか，次に

何を見るのか，またどんな構成に出会うのか，というこ

とを予想しており，そこまでで見たことや，予測（pre－

dict）したことに基づいて意味の推測（inセr）を立てて

いるのである。我々の予測というものは，我々が文面の

中から，抽出し，選択した情報に基づいているが，また

この予測は，我々の選択，抽出というプロセスをも導く

ものである。

　「予測」は，文面に何が来るかという予想である。そ

して「推測」は，読み手が供給する付加的情報である。

また意味を完壁に表現している文面など存在しないので，

推測が可能かつ必要なのである。多くの場合，推測した

ことは後の文面で明らかにされ，我々は推測を確認する

ことになる。だが読んでいる時，我々はその内容が明示

されているから知っているのか，それとも，強い予想に

よって知っているのかを区別することはできない。推測

は予想の上に成り立っており，予想は推測の上に立って

いるのである。全ての手だてはこの推測と予想の両方を

支えているのである。
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　どんな本でもよく知っている分野の内容なら読むのも

容易であることはいうまでもない。また内容に我々が十

分な意味や興味を運んでこなければ，一見易しく読めそ

うな内容でも実は困難であり，より多く予想できるもの

ほど理解しやすいということもわかっている。読みにお

ける予想の役目というものが認識されて以来，子供の本

に新たなジャンルが生まれた。「予想しやすい本」（pre－

dictable　books）と呼ばれるものであり，確かに文章がパ

ターンを持って予想しやすいものである。

　1967年に私は，この予測の役目と効率的な読みにおけ

る推測というものを強調するために，読みのプロセスを

「心理言語学的推測ゲーム」と称して私の知っているこ

とをまとめた。今わかることは，常に曖昧であるものを

理解するという能力こそ，どんな言語であれ，人問のコ

ミュニケーションを可能にしているということだ。我々

が言語を理解可能なものにする。ちょうど必要な分，そ

して最も有効な手掛かりというものを抽出，選択してい

る。そして知らないことを予想し，次に何がくるかを予

測するために，知っている知識の全てを用いている。

　確認，否認の手だて

　読みのプロセスにおいて我々に必要なのは，確信と注

意の適切なバランスを保つということである。意味を理

解している時，または先へと読み進んでいる時，自分の

理解したことについて確信を持たなければならないのと

同時に，読んでいる間「心理言語学的ゲーム」が続いて

いると注意を促していなければならない。この仮定的な

現実，つまり我々は危険を背負いながら矛盾に備えても

警戒している，ということこそ読みの特徴なのである。

　仮定的でなくてはならない結果として，我々は確認，

否認という手だてを用いている。この本であなた自身が

読みを試したり，子供たちの読みの事例の中でこの二つ

の手だてを見ていたはずだ。読み手の音読におけるミス

キューは，抽出，選択の手だて，推測，予想の手だてを

表わし，仮定的なために読み手が間を置いたり，戻って

読んだり，考えを変えたり，また必要に応じて訂正した

りしていることで，その仮定性を見抜いてきた。読み手

は内容を確認して読み続け，または内容を否認して何が

まずかったのかを見ながら，意味に戻っているのである。

　確認，そして否認は，推測や予想を支持する，または

それらと矛盾する情報に出会った結果として起こる。否

認は，知覚イメージを考え直すか，文面を実際に読み戻

り情報を抽出し直すかによって，さらなる情報の収集を

促す。そして新しい推測や予想のための情報を選択し，

結果的には意味の構成を変化させていくのである。それ

でもまだ読み手は文面の意味がわからない時，次の二つ

の選択肢が残されている。先を読んで新たな情報が解決

できなかった読解を解決することを期待するか，或は読

むのを打ち切るかである。

　訂正の手だて

　ミスキュー研究と，マリー・クレイによる研究（1968）

では，訂正ということが，読み手が読解を進めているこ

とを証明する最も重要な鍵であることを明らかにしてい

る。多くの場合，読み手は推測や予想を否認すると，す

ぐに訂正をしている。部分的な（単語のある一部の）ミ

スキューにおいては読み手はその単語が終わらないうち

でさえ，訂正することがある。この即時的な訂正は，情

報を再びプロセスし直していることを語っている。仮定

的な読み手は読んでいることについて，実際に考えを変

えていくのである。

　だが多くの読み手は，情報を否認する地点に到達する

まで、つまり読み手が期待したことと彼等が文面で出

会ったことが矛盾していると気がつくところまで，ミス

キューをそのままにして読み進める。そしてそれから，

通常黙読で一度読んだ文面を検索する。この間30秒を要

することもある。

　全てのミスキューが訂正を必要としているわけではな

い。我々の研究では，多くの読み手のミスキューの訂正

は，全体のミスキューの3分の1程度である。多くのミ

スキューは，実際の文面の意味の多少の変更はあれ，読

み手が自分で意味のある内容を構成しているのを示して

いる。だが意味を見失う原因になったり，意味を作り上

げる過程を破壊するようなミスキューは訂正されなけれ
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ばならない。このような場合は読み手がミスキューを訂

正し，意味の再構成に成功していることを我々は研究で

学んだ。先にも述べたが，時として読み手は単語を読み

終わらないうちに，即時に訂正することもある。またミ

スキューが他の単語の影響によって起こり，その場所で

だけ，その単語を変えたり，単語のイントネーションを

変えたりする場合もある。読み戻る時，読み手は文節や

文章の初めに戻ることが多い。

　訂正の必要のないミスキューを訂正する読み手は否能

率的であるといえ，正確性ということに心を奪われ，意

味をわかっていくという最も大切な作業を自分で中断さ

せてしまっているのである。また訂正に失敗する，或は，

必要なところで訂正をしない読み手も否効率的といえ，

彼らは意味を見失ってしまう危険性を多くはらんでいる。

　私が強調したいのは，音読による場合のミスキューは

自己訂正を必要とするということだ。読み手が必要か否

かを判断し，行動することは，機能的な訂正の手だてを

養うのである。手だてというものは，読み手のものであ

るべきなのだ。読み手自身が何かおかしいことに気づき，

それを問題として取り扱う機会を得，自分で修正するべ

きなのである。意味をわかっていくプロセスに何ら支障

のないミスキューに読み手の注意を仕向けるのは良いは

ずがない。

．読みのプロセスの途中省略

　以上のような手だてが示すように，また私が何度もこ

の本の中で繰り返すように，読みのプロセスは文面の意

味をわかっていくことに焦点を置くものである。だから

もしそのプロセスの途中を省略すると意味を見失う。

我々が十分でない知識で何かを読もうとする時，このこ

とは誰にでも起こる。意味がわかっているわけではない

のに，音読であたかもわかったかのようにふるまうこと

は可能である。このような場合，音読は意味を掴むとい

うことより，パフォーマンスとなる。優れた読み手とい

うものは，読解不可能な文面，文字，接語，言い回しに

出会うと，読み手にとって，可能な限りの読みのプロセ

スを利用しようとし，その文に合ったイントネーション

を割り与えようとする。だがその読み手は意味の断片を

理解するだけで，その断片をどうしたら良いのかについ

ては確かではない。

　未熟な読み手ほど，読みのプロセスの途中省略をする

傾向にあるが，これは読みの指導というものが，そうさ

せてしまうのである。文字とその発音の正確さを強調し

た指導は発達途上にある読み手に読みの目的は発音の通

りに文面を正確に捉えること，または連続する単語を認

識していくこと，と教えてしまうのである。文面を伴わ

ないフォニックスは英国人のいう，いわゆる「印刷に向

かって吠える」ということになるのである。単語を認識

するレベルでのプロセスの途中省略は，単に単語の羅列

のモノトーンな読みを生み出すだけである。どんな段階

にある読み手でも，読みの焦点が意味にある時に限り，

読みのプロセスが全体として機能し，途中省略というこ

とが最小限にくい止められる。

総括

　読みというものを私が「心理言語学的推測ゲーム」と

呼ぶのは，読みのプロセスの理解において新たなる手掛

かりの要素として，「書かれた言語の意味をわかろうとす

る中での読み手のアクテイブな行動，或は，役目，とい

うものを強調したいからである。そして読みを文字や言

葉の正確かつ連続的な認識，という視点から少し距離を

置いていただきたいのだ。意味を理解するために，読み

手が行うのはつぎのようなことである。

＊　複雑な，しかも完壁ではなく曖昧な文面から選択し

　　た最小限の情報を使う。

＊　読み手自身の持つ言語や世界に関する知識を運び込

　　む。

＊　文面がどの方向に行こうとするかについての予測と

　　推測の手だてを用いる。

つまりわかっていただきたいことは，読み手は読みなが

ら知識を用いた推測ということに従事していることなの

だ。

　読みのプロセスをはっきりさせ，より詳しく理解する
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ために，私は長い年月に及ぶ研究を行ってきた。先の章

においては書かれた文面の特徴について，すなわち，そ

の3つの基本的なレベルや，文面が構成される過程にお

いて書き手によって手掛かりがどのように組織されるか，

また文面，を理解するために読み手は何をそこに運んで来

なくてはならないか，ということを検証したQこの章で

は周期をなすプロセス，視覚段階から始まり，意味の段

階に至るまでを述べた。またこの「推測ゲーム」で読み

手が用いる心理言語学的手だてというものについても説

明した。

　これらのことを詳しく述べたのは，読みというものは，

何十年にもわたり深く研究され，我々は現在，文面の意

味をわかるために読み手が何をするかについての重要な

理解に行き着いている，ということをあなたに納得して

いただきたいからである。さらに学ぶべきことはもちろ

んあるが，読みの推測ゲームはミステリーではない。

我々は1967年以来，多くを学んできている。

　読みのプロセスの全貌を明らかにすることは，不可能

であろう。読みとは力学的な単一体，つまり，人問の個

人的，または社会的に重要な理由のために用いられるプ

ロセスなのである。ローレンス・パウエルによって編集

されたウォルト・ホイットマンの詩集に次のような詩が

ある。

　　博識な天文学者についてを聞き，

　　証拠，形というものが一覧に並べら，

　　計算や測定のための図や表を見せられ，

　　その天文学者の素晴しい講演を講堂できいても，

　　なんとすぐに退屈し，疲れてしまうことだろう，

　　何一つ語らない素晴しい星を見上げて

　　神秘的な，しっとりとした夜の空気の中を

　　自分自身でさまよい歩くまでは。

　星についてを科学的に知ることは，詩人としての星に

ついての驚きにはそぐわないことを，ホイットマンは

語っているように私には思える。読むということは素晴

しい。口語，書かれた言語，また手話という言語を用い

る人間だけのユニークな能力であり，詩的情感，驚くよ

うな考え，そして科学的な理解を対話するのはすばらし

いことだ。だが読みがどのように働いているかを科学的

に理解することは，読みというこの人間の偉業を少しも

損なうものではない。

　ましてや，我々教育者が読みについて，科学的知識を

用いることは，幼い学習者らにとっての読みのすばらし

さを損なうはずがない。読みがどのように働くかを理解

することは，読みがどのように学ばれるかを我々が理解

することを助け，子供たちを素晴しい読み手に育てるた

めの教育現場でのプログラム作りと，それを支持してい

くことへと我々を導くはずである。
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IRA（国際読書学会）会費改正のお知らせ

　Interasional　Reading　Associationは1955年に設立された国際的な読書科学研究の機関

で，日本読書学会もこれに加盟しています。日本読書学会の会員でIRAにも入会を希

望される方は，下記をお読みになって入会手つづきをして下さい。なお，会費が値上

げになりましたのでご注意願います。

記

1．IRAの会員には次の4種の雑誌が配布されます。

　（a）TheReadihgTeacher（小学校の読書教育を中心としたもの）

　（b）The　Joumal　ofAdolescent＆Adult　Literacy（旧誌名はThe　Joumal　ofReading，

　　中学生以上成人までの読書を中心としたもの）

　（c）ReadingResearch　Qua【terly（読書科学研究の専門誌）

　（d）Lecturay　Vida（スペイン語の雑誌）

2．会費は年額次の通りです

　　会員権のみ

　　雑誌1種類と会員権

　　雑誌2種類と会員権

　　雑誌3種類と会員権

　　雑誌4種類と会員権

U．S．＄30．00

U．S．＄　52．00

U．S．＄　77．00

U．S．＄102．00

U．S．＄127．00

ブッククラブ付きの会員には，雑誌のほかに，

　ブッククラブ付き

　　　U．S．＄159．00

　　　U．S．＄181．OO

　　　U．S．＄206．00

　　　U．S．＄231．00

　　　U．S．＄256．00

1年間にIRAから発行された図

　　書が送られます。少くとも9冊が約束されています。

3．入会希望者は，入会申込書を日本読書学本部へご請求下さい。入会申込書と記入

　説明書をお送りします。VISAかマスターカードをお持ちの方はその番号を書き，

　申込書にサインをしてIRAへ送付すれば送金手つづき完了となります。

4．外国為替の法律改正で，日本読書学会が代理送金することは困難になりましたの

　で，ご自分で送金して頂きます。ご了承下さい。
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