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はしがき 
 
	 本報告書は、1997 (平成 9) 年度～1998 (平成 10) 年度科学研究費補助金 (奨励研究 
(A)  )  課題研究「メンタル・レキシコンを応用したホームページ型語彙学習ソフトの開
発」 (課題番号 09780191)  の研究成果報告書である。 
 
	 1997 (平成 9)  年度～1998 (平成 10)  年度科学研究費補助金 (奨励研究 
(A) ) (課題番号 09780191)  
	 	 「メンタル・レキシコンを応用したホームページ型語彙学習ソフトの開発」 
 
	 本課題研究においては、語の記憶の「連鎖」とハイパーテクストにおける「リンク」の

類似性に注目し、コンピュータを用いた英語の語彙学習システムの構築を行った。2 年間
の研究期間中、学内の Web サーバを用いて各学習者のホームページを作成し、学内外か
らのアクセスが可能な形で、個人個人の連想ネットワーク (擬似メンタルレキシコン) を
公開した (http://ipr.hijiyama-u.ac.jp/~umamoto/) 。 
	 特に 2年目はホームページ作成ソフトの新規導入により、Webページ作成の負担を軽減
できたことが大きい。1 年目の文字情報中心・学内サーバ内リンク中心のものから、映像
を含むマルチメディア情報・全世界の情報網へのリンクを伴う「擬似メンタルレキシコン」

の立体化が進んだように思われる。同時に学習者間のリンクも進み、他者のメンタルレキ

シコンとの比較も容易になった。 
	 ホームページの作成・閲覧過程を通じての「語彙力」の伸びは、多くの学習者が実感す

るところとなった。特に、日本語による概念の広がりをきっかけとした英語の語彙拡充の

一形態が、本研究で言うところの「学習システム」において実現できたように思われる。 
	 また、学習者のメンタルレキシコンの観察を通じ、対象とする語と共に学習するのが望

ましい (周辺的な) 情報のあり方についても検討が進んだ。上位語・下位 語・類義語など
の関連語や、コロケーションなどの語法的な連想に加え、学習者の個人体験に基づく「リ

ンク」に目を向けることにより、「語と語の連なり」「語義の広がり」「語感の深まり」とい

った「立体的」な語彙学習のための、語彙選定への提言を行うに至った。 
	 本課題の表題は「ソフトの開発」となっているが、すでに利用可能なホームページ作成、

閲覧ソフト、およびサイト内検索システムの利用により、開発そのものの必要性は減少し

たため、実際は「学習システムの開発」といった性格の研究となった。 
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	 なお、本研究は、1994 (平成 6) 年度・1995 (平成 7) 年度の科学研究費補助金 (奨励研
究 (A) ) 課題研究によって着手したテーマ「英語語彙学習とコンピュータ」を継続したも
のである。本報告書には、1994～1995 年度の成果として発表した一連の論考も合わせて
再録した。その 2ヵ年度分の研究概要は以下の通りである。 
 
 
 
	 1994 (平成 6) 年度	 奨励研究 (A) (課題番号 06780203)  
	 	 「英語コミュニケーション能力を高める語彙指導法の研究」 
	  
	 本課題研究においては、映画のクローズド・キャプションからコンピュータに取り込ん

だ「文字データ」と、レーザーディスクの「映像・音声データ」を合わせた「映画コーパ

ス」 (映画約 100 時間分) の分析により、コンテクストに依存した「発話の意図」の理解
がコミュニケーションの成立に大きく関わることを明らかにした。特に皮肉や比喩などの

「言外の意味」を持った語句の使用では、声の調子や顔の表情が大きな役割を果たしてい

ることを指摘し、実際の場面に見られる「身体言語」や「パラ言語」を伴った語彙能力を

つける「立体的」な指導法を提案した。生きた英語のコーパスを扱う以上、その発話理解

には語用論的な言語の扱い方が不可欠であるため、提案した指導法を「語用論 (的) アプ
ローチ」と呼ぶ。従来の語彙指導法と比べ、意味の扱いを文字どおりの「意味論」的なも

のから、コンテクストを重視した「語用論」的なものへと移行させている。この指導法は

マルチメディアへの対応を視野に入れた、いわばテクノロジーの成果を言語教育に応用し

たものではあるが、言語使用者としての人間的側面を扱う語用論を基盤とし、映画教材の

モデルを全身感覚を動員して模倣することから始める、極めて人間的な指導法であると言

える。 
	 本研究の成果は大学生の英語コミュニケーション欲求を満たすものであると同時に、高

等学校のオーラル・コミュニケーションの授業にも応用可能であると考えられる。今後の

課題としては、指導に用いるコンテクストの量をどの程度にするか、検索スピードをどう

改善するか、というソフト・ハード両面にわたる問題が残されている。さらなる研究が必

要と思われる。 
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	 1995 (平成 7) 年度	 奨励研究 (A) (課題番号 07858025)  
	 	 「語用論の観点からみた英語語彙指導法の研究」 
 
	 本課題研究においては、動画・音声・文字を組み合わせた立体的な形で語の使い方をい

提示する「マルチメディア・ディクショナリー」の原型を作成し、それを用いた効果的な

語彙指導法について検討した。特にコンピュータに取り込んだ動画用例は検索と繰り返し

が容易なことから、 小単位の暗誦・模倣のモデルとして位置づけることができるため、

語と共にそれが使われる文脈・話者の音調・表情・動作などを丸ごと記憶にとどめること

を通じて「語用能力」を高める学習法として提案するに至った。 
	 本研究において収集を続けている動画用例は、 近特に語用論の成果を積極的に取り入

れている学習辞典の記述を裏付ける意味において有効である。さらに文字では説明し尽く

せない言語使用の実態を示す上で、非常に有用であることを辞書との比較を通じて明らか

にすることができた。また、マルチメディア・ディクショナリーの素材として映画を選ん

だことで、授業実践において学習者の興味を喚起するものであった。 
	 研究の成果は論文、研究発表、講演の形で公表することができたが、何より日々の授業

に直結したものであったことは有意義であり、動画データは今なおコンピュータのハード

ディスクに蓄積され続けている。 
	 今後の課題は、マルチメディア・ディクショナリーの用例検索方法を改善し、学習者の

目的に応じた使い方のできる学習ツールとして発展させることである。そのためにはニー

ズに応じた用例収集と学習効果の検証を繰り返し、さらなる研究が必要と考えられる。 
 
	 これまで述べてきた平成 6年度、平成 7年度、そして平成 9～10年度の 3期にわたる「科
研奨励研究」の成果として発表した論文や記事等は以下の通りである。勤務する比治山大

学が開学した年から 5年の間に、筆者が科研費によって取り組んできた「英語語彙学習と
コンピュータ」にかかわる英語教育研究のまとめとして、発表順に再録した。なお、再録

に際し、若干の加筆訂正を施した。 
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「立体的」語彙指導の研究 
 
 
はじめに 
	 本研究は英語の語彙指導の体系化・理論化の試みの一つである。先行研究 (馬本 1991, 
1995a) において、筆者は語彙指導の「立体化」を主張してきたが、「立体的」という言葉
の意味するところは「意味の厚み」や「 (平面的な文字だけではない) 音声を含む全体的
なコンテクストを問題とする」といった程度であり、概念規定が曖昧であったことは否め

ない。そこで本稿では、語彙指導の立体化という方向性に対してより綿密な検討を加え、

コミュニケーションを目指す語彙指導に関して実践的、理論的な提言を行うものである。 
 
「語彙」の捉え方と語彙指導の目的 
	 一般に、語彙という言葉は曖昧に用いられ、語彙イコール単語と捉える人もいるくらい

である。『大辞林』によると、語彙は次のように定義されている。 
 
ある一つの言語体系で用いられる単語の総体。言語体系をどのように限るかによって、

内容が変わる。日本語という限り方をすれば、日本語の単語全体を意味し、漁村・農

村あるいは特定の職業など、ある領域内で使われる単語の全体を意味し、ある個人に

限れば、その人の使う語の総量を表す。 
 
ここで重要なのは、語彙はあくまでも総体であって、単語と同義ではないということであ

る。 
	 また「単語の総体」という点では、少し検討を要する。Longman Dictionary of Language 
Teaching and Applied Linguistics (1992) や『研究社新英語学辞典』 (1987) では、単語
のみではなくイディオムをも含めた総体を語彙と呼んでいるのである｡1)  
	 語彙を構成する単位がどういったものであるかという問題は、意味の単位である語彙素 
(lexeme) の概念とも関わる複雑なものであるが、言語学的な単位の設定が、教授内容を規
定するものではないという点には留意しておかなければならない。例えば馬本 (1992) は、
語よりも小さな「接辞」という単位から、数語からなる「決まり文句」などを含めた幅広

い「語の単位」を守備範囲とし、単語のみにとどまらない語彙指導の拡大策を提案してい

る。 
	 筆者は、外国語教育における語彙は母語によらない「表現の (まとまった) 形」の集合
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体であり、その指導を語彙指導と呼ぶべきだと考えている。ならば全て語彙指導になるで

はないか、という反論もあろう。だがそれはそれでいいと考えている。英語教育から語彙

指導を独立させる必要などなく、便宜上「語彙指導」という名称で呼ばれている概念があ

る (あった) だけのことなのだから。 
	 問題はむしろ、語彙指導は「総体」を扱うと言いながら、言語体系の限り方に偏りはな

かったかという点である。これまでは常に「言語形式としての英語」という限り方ではな

かっただろうか。例えば、ある領域におけるテキスト中の高頻度の単語を集めて教材化す

る、という考え方がある。確かに合理的で効率的ではあるだろう。しかし、語彙とは学習

者個人が持ち、個人の観点で広げていく総体である、という視点は欠けていなかっただろ

うか。 
	 語彙学習は一般に (特に学習者にとっては) 、リスト学習によって英語の総体と考えら
れている物理的な言語形式を、ただ闇雲に訳語とともに覚える、という認識が強い。入試

のための知識を得る、という観点で見ればそれは成功の秘訣であったかもしれない。しか

し言語使用のための語彙指導の目的は、むしろ学習者自身の持つ表現の総体を (数の上だ
けではなく) どれだけ充実・深化させるか、ということなのである。 
 
｢立体的」の意味 
	 日頃の実践の中で学習者に接していると、上で述べたような語彙指導の目的に照らして

みて、随分問題が多いように思われる。 
	 大学生の多くは、自らの語彙力 (英語力) を評して次のように言う。「大学受験のときに、
たくさんの単語を覚えた。ところが受験が終わったとたんにみんな忘れてしまった。だか

ら今、英語ができない」と。確かに何か話そうとすると、まず適切な表現を発することの

できる者はまれである。「表現 (語句) そのものを知らない」「文法や語法を知らない」「き
ちんとした音声で表現できない」「場面に適した話し方を知らない」こうした要因のうちの

ひとつ、あるいは複数の組み合わせによって、学習者に発話を躊躇させる結果を招くので

あろう。 
	 そもそも彼らの「覚えた」というのはどれ程のものを指しているのだろうか。筆者の経

験によると、単語帳を使って暗記した単語の代表的な訳が思い浮かぶ程度である (むろん、
その段階にも至っていない者が多数いる) ｡このような語彙学習では、実際の使用場面には
対応しにくく、またすぐに忘れてしまうような「薄っぺらな」語彙力しか育たない。 
	 語彙学習は、語 (単語) の意味 (訳) を覚えることだけではない。McCarthy & O'Dell 
(1994: 2) も指摘するように、文法的なつながりや音声的な特徴も含めて学ばなければなら
ないのである。 
	 本稿ではまず文法との関連において直接的 (Direct) な語彙学習について論じ、次に音
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声との関わりにおいて動的 (Dynamic) な語彙学習について論じる。こうして従来の「文
法」「語彙」「音声」といった言語材料を別々に取り上げるのではなく、言語使用のコンテ

クストにおける文法と語彙、あるいは音声と語彙の融合の必要性を論じる。 
	 さらに、「言語内」の学習にとどまらず、言語使用者が位置する空間や時間、身体の動き

をも含めた広い意味でのコンテクストへの配慮を問題とする。いわば「言語外」の要素で

ある。言語内の問題とは次元を異にする「言語外」の要素との関連を劇的 (Dramatic) な
語彙学習という立場で論じるが、この視点はこれまで正面から論じられてこなかった問題

である。 
	 こうして語彙指導の議論を多方向、多次元にわたって展開することにより、「立体的」な

語彙指導の姿を浮き彫りにしていくこととする。 
 
直接的 (Direct) な語彙学習 
	 従来の学校英語教育について、授業では文法に力を入れ、授業外では辞書による意味調

べや単語の暗記など、語彙学習に力を注ぐ、といったイメージが浮かぶ。ただ日本語と一

対一で結びつけた英単語を、細かな文法規則に沿って積み上げて組み立て、ようやく英語

表現が可能になるという発想では、十分な成果が得られていないのは周知の通りである。

特に文法学習によって規則を知識として学んだだけでは使用に結びつかないのである。 
	 ここで論じる「直接的」な語彙学習とは、上で述べた発想とは逆のものである。つまり、

必要な表現を塊のまま覚えて使う、という意味での直接性である｡2)  
	 直接的な学習では、訳や文法説明など、言葉についての間接的な知識を 重視しない。

もちろんそういった知識も記憶を整理する上で役に立つ場合もある。がここで必要とされ

るのは、あるコンテクスト中で話者がある意図をもって用いた発話を丸ごと覚えることで

あり、おなじようなコンテクストであると感知した場合に再び瞬間的に使えるようにして

おくことである｡3)  
	 では塊のまま覚えておくと便利な表現にはどんなものがあるのだろうか。もちろん、

"right", "great"など、一語で用を足せる単語もある。ところが近年、単語よりもう少し大
きなまとまり、すなわち lexical phraseという単位 (chunk) に注目が集まっている。塊と
して覚えておけば、言語使用の際の想起が効果的であり、個々の語に神経を使わなくて済

むので fluency を保証するというのがその理由である (Nattinger 1988, Nattinger & 
DeCarrico 1992) 。この lexical phraseという概念は、従来のイディオム、句動詞、前置
詞句、コロケーション、ことわざ、パタン、構文などと呼ばれる概念の多くをカバーして

いる。これらの中には文法学習、すなわち分析的な規則学習の対象であったものも多いが、

使うという立場で考えれば、細かなルールよりもまとめて覚えておいたほうが役に立つの

である。 
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	 この lexical phraseという概念は、ひとまとまりの項目として扱うという点では語彙項
目と見なすことができるが、同時にその構成要素は統語規則に従った配列から成るものが

多いことから、文法と語彙の中間的な存在である。そしてこれまで適正な関心が払われて

こなかった言語単位なのである (Nattianger & DeCarrico 1992: 37) 。こうした単位を学
習するには、伝統的な pattern practiceや substitution drillも有効であるが、より重要な
のは社会的な言語機能を重視して学ぶことである (Nattinger 1988: 78) 。つまり、lexical 
phraseの持つ談話の機能を十分理解し、必要に応じて使い分ける練習によって学ぶのであ
る。 
	 もちろん我々の外国語教育の現場では、ある場面である特定の機能を持った型を用いる

モデルに真似び、学ぶことが大切である。lexical phrase のようにある意味での「型」の
学習は、「規則の記憶よりもモデルに倣い、習う」 (柳瀬 1992: 154) ことが近道のようで
ある。 
	 以上述べたように、単語を超えたまとまった塊を文法規則云々よりもまず丸ごと覚え、

覚えたコンテクストと類似の場面で再び用いること、これが「直接的」な語彙学習であり、

語彙指導にとっては新たな、そして重要な視点だと言えるのである。 
 
動的 (Dynamic) な語彙学習 
	 次に問題となるのは音声との関わりである。従来の語彙指導法は、あまりにも紙上の文

字言語を中心に進められており、音声を無視したものであったという感は否めない。また

音声指導そのものについても、例えば単音に始まり、文脈と切り離された文単位以下の練

習、さらに定型のみのストレス・イントネーションの指導に終始するなど、コンテクスト

を意識した表現として指導は行われてこなかったという (田邉 1994: 66) 。 
これでは「文字言語として static な情報解釈はある程度できるが、dynamic で即応性を
求められる立体的な音声言語に対応する力が身につかない」 (田邉・馬本 1993) のも無理
はない。 
  英語学習は言葉のダイナミックな側面を如実に反映した音声を抜きには語れない｡４) 
特に実際の言語使用に耐えうるには、コンテクストを踏まえた音声の指導が不可欠なので

ある。 
	 田邉 (1994) は、声の大きさ、高さ、質、話す速さ、間、沈黙といった paralinguistics
の研究領域のうち、vocal qualityという概念が英語教育に応用できると主張している。 
	 例えば "Tomorrow morning" he drawled. という文においては、"drawl" (物憂げにゆっ
くり話す) という動詞の語彙的意味が reporting 部分の発話の音声的特質を規定する。
"Come back!" she shouted. などもそうである。こうした音声修飾明示要素をテキスト中
に織り込んだ音声教材の必要性を論じているわけである。 
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	 また、"What's the matter, Paula?" "I have a sore throat." という対話では、前者は相
手の状態が普通でないことを認知した上での発話であるから、心情的な音声的現実を示す

べきであるし、後者は喉が痛いのだからかすれた声になるべきだとも述べ、練習場面にお

いても音声に「表情」を持たせることの重要性を述べている。 
	 以上のことは、語彙項目の学習にしろ音声の学習にしろ、そのものが単独で存在するの

ではなく、常に両者を融合させ、さらにコンテクストと結びついた形で「動的」な指導を

行わなければ、いつまで立ってもコミュニケーション教育に至らない、ということなので

ある。 
	 これは文脈中の言語使用を踏まえた「文法」と「語彙」の融合という「直接的」な語彙

指導と同様に、もはや「語彙」と「音声」との間に境界をもうけることはナンセンスなの

である。英語教育の世界では「文法」「語彙」「音声」と別々の言語材料として論じられる

ことが多いが、現実の言語使用を目指した学習は、全てを統合的に扱う必要があると言え

よう。 
 
劇的 (Dramatic) な語彙学習 
	 これまで述べてきた語彙と文法・音声を融合させた語彙学習は、コンテクストを意識し

ているとは言え、ある意味で「言語内｣5) ) の融合であったと言える。本節では「言語外」
の要素、すなわちその場の状況に応じた身体の動きを含めてコンテクストを捉え、固有の

場における固有の意味という問題について検討を加える。これは従来の語彙指導、あるい

は言語教育の現場では正面から論じられてこなかった「語用論的」側面であり、近年、コ

ミュニケーション論の立場から問題提起されることの多い領域である。 
	 ある語彙項目をコンテクストに適切な動作や表情とともに学ぶには、劇の要素を取り入

れた「劇的｣6) な学習が効果的であると考える。学習活動としては必ずしも劇である必要は

ないが、劇的な空間を成立させている構成要素を把握しておくことは、指導法への応用に

役立つと思われる。 
	 例えば小林 (1987: 180-81) は、台本の徹底した音読、内容の完全理解、セリフをほぐ
す作業 (頭の中でのリピート) 、役者になったつもり (登場人物の立場、感情、ジェスチャ
ー) でのセリフの読み上げ、の４つを組み合わせた「一人芝居」を「究極の練習法」とし
て紹介している。特に４番目の項目の中に「劇的」を明確に捉える要素が含まれていると

思われる。その要点は第一に登場人物の置かれた場、いわゆる「コンテクスト」であり、

第二にどういう感情をもって、何を伝えたくてセリフが語られているかという話者の「意

図」、そして第三にどういう身体の動きで表現するかといった「身体言語」の３要素である。 
	 まず第一の要素「コンテクスト」であるが、劇はこれを抜きには成立しない。外国語の

練習においても、いつ、どこで、だれが、といった場面設定は重要である。ところがこれ
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が明確でないテキストが非常に多いのも事実である。また、コンテクストとは「前後の文

脈」のような言語で書かれ (あるいは語られ) たものにとどまらず、時空を伴った全ての
状況を含めて考える必要がある。例えば、近接空間学 (Proxemics) で扱う距離や空間の問
題、時間概念学 (Chronomics) の扱う時の問題などもそれに含まれる。 
	 第二に身体の捉え方であるが、いうまでもなく劇においては顔の表情、ジェスチャー、

視線、など、いわゆる「身体言語」の働きが大きい。コミュニケーション論においては、

身体動作学 (Kinesics) という分野で扱われるものであり (東山 1993: 45) 、姿勢や指の
動かし方も含まれる。身体言語は上で述べた近接空間学や時間概念学で扱う問題と同様、

異文化によって共通のものもあれば、随分異なったものもあるので注意を要する。またそ

れ以前に、日本で学ぶ学習者は、身体表現を言葉と共に用いることを苦手とする者が多い。

少なくとも英語を学ぶ際には、必要な動作を含めて表現を学んでいく必要があろう。 
	 上で述べたコンテクストおよび身体言語によって、ある言語形式が持つ辞書的な意味と

は異なった「意図」を伝えることが多くある。この「話者の意図」が第三の論点である。

これは、辞書的な意味の多義性を超えた「言外の意味」の多様性に関わる。言外の意味の

解明は語用論研究に負うところが大であるが、言語教育の現場で必要なことは、そういっ

た現象を的確に捉え、学習者に意識させることである。 
	 例えば、用いられている語句は辞書的にはプラスイメージを持つものであっても、その

場の状況、話者の発した音声的な特徴、顔の表情などによって、逆にマイナスイメージの

「意図」を伝えることが日常的によく起こる。こうしたアイロニーの問題、あるいはメタ

ファーの問題は、常にコンテクストとの関係で理解し、発していく必要があるだろう。 
	 以上述べてきた「コンテクスト」「身体言語」「言外の意味」の問題 7) は、何も劇に限ら

ず、日常我々が用いている言語に常に付いて回っている要素である。それ故、言語そのも

のを学んだ「後で」つけ加えるのではなく、言語そのものと「一緒に」覚えておくべきも

のであり、そうでなければ適切な言語使用など期待できないのである。 
	 馬本 (1995b, 1995c) は、映画教材を用いた語彙指導を「語用論アプローチ」と呼び、
コンテクストを 大限に用いた指導の可能性について論じている。語用論アプローチの要

点は、まず特定のコンテクストにおいて話者がある意図を伝える際、どのような英語表現

を、どのような身体言語や音声表情を伴って用いているかを理解することである。さらに

それを身体ごと模倣し、語用論的なセンスを伴う語彙の習得を図ろうとするものである。

身体ごとの模倣というのは、単なる文字表現上や音声面だけではなく、身体の動きを含め

た模倣である。 
	 以上で論じてきた「劇的」な語彙指導という視点は、広い意味でのコンテクストに関わ

る「語用論的側面」と「語彙学習」とを融合させた、ことばの本来のあり方、人間本来の

姿を追求するものだと言うことができる。 
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論考のまとめ 
	 本研究は大学という英語教育の「現場」で筆者が自ら実践している事柄について、経験

的に理論化を試みたものである。その中で提案してきた｢直接的 (Direct) 」「動的 
(Dynamic) 」「劇的 (Dramatic) 」の３要素は、語彙指導の"3Ds"として今後重視されるべ
きものだと考えている。 
	 もちろんこの言葉は「３次元」や「立体」という意味を表す 3D のもじりではあるが、
筆者の考える「立体化」とは、文字どおりの物理的な立体ではなく、「一つの物事をいろい

ろの観点からとらえる」 (『大辞林』) という比喩的な意味での「立体化」であった。 
	 このような語彙指導観の拡大は、語彙指導という分析的な考え方そのものの否定に通じ

るかも知れない。なぜなら本論文では、文法と語彙、音声と語彙、さらにはコンテクスト

や言外の意味などの語用論的側面と語彙といった、従来は別々に議論されてきた言語内外

の要素間の融合を試みたからである｡8)  
	 以上、本論文で論じてきた「立体的」な語彙指導とは、様々な感覚を動員し、学習者の

語彙力を充実させる試みであった。ここで言う語彙力とは、もちろん単なる知識ではなく、

英語の使用能力のことを指している。 
 
 
注 
	 1) Longman Dictionary of Language Teaching andApplied Linguisticsの"lexicon"の
項には "the setof all the words and idioms of any language" という説明がある｡また『研
究社新英語学辞典』の"vocabulary"の項では、語彙を構成する単位は語彙素 (または語彙
項目) であり、語彙素は一般的には単語と捉えて差し支えない場合も多いが、広義ではイ
ディオムも語彙素として扱われる、とされている。 
	 2) この直接性とは、柳瀬 (1992b) の言う「『型』を直接的に指し示し、それが体得でき
るように導く」という意味での「直接性」を指し、具体的に本論文で考えているのは、表

現を塊としてその表現が用いられているコンテクストの中で理解し使う、ということであ

る。 
	 こうした意味では、従来語彙指導の分野で論じられてきた直接的語彙学習 (direct 
vocabulary learning) の直接とは異なる。なぜなら直接的語彙学習は、対象となる語彙項
目の形式と意味を列挙したリストや、接辞や語根の学習、語彙のみを単独で取り上げた練

習など、孤立した学習を含み、コンテクストの有無は問わないからである (Nation 1982: 
15) 。ちなみにこの意味での直接的語彙学習の対概念は、リーディングやリスニングを通
じてコンテクストを伴った形で行う語彙学習であるが、それは間接的語彙学習 (indirect 
vocab-ulary learning) と呼ばれてきたのである。 
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	 3) 柳瀬 (1992a) は「学習者は、エピソードによって従属的に感知した地平、問題空間、
視線、態度のありように似たものを感じたときにその語彙を使う」と述べているが、これ

は経験的に正しいと考える。例えば暗記した対話文が、同じような場面でぱっと頭に浮か

び、役に立つのはこのことと関連がありそうである。 
	 4) 例えば田所 (1975: 83) は、「呼吸法・発声法をやかましく言い、ダイナミックな英語
を食べてしまえと言っている。それでこそ身につくのだと考えるからである」と述べ、音

声をつくる構えと真似びの重要性を説いている。 
	 5) 純然たる言語学の範疇と言えるかどうかは別として、"lexical phrase"の問題は 
pragmalinguisticsの領域であるとされるし (Nattinger & DeCarrico 1992:10) 、音声に
関連して述べた部分は paralinguistics の領域として論じられていることから分かるよう
に、いずれも"linguistics"の側面を含んでいる。 
	 6) 本稿における「劇的」とは、びっくりするような、感動的な、という一般に用いられ
ている意味ではなく、その根元的な「劇」の要素を取り入れた、という意味である。 
	 7) ここで論じている「コンテクスト」「身体言語」「言外の意味」という問題は、中村 (1989, 
1992) が論じている「演劇的知」の原理に通じるものと考えている。 
	 彼は近代科学の「普遍性」「論理性」「客観性」という原理が無視してきた現実を捉え直

す原理として「コスモロジー」「シンボリズム」「パフォーマンス」の原理を体現したモデ

ルとしての「演劇的知」あるいは「臨床の知」を提唱している。また「コスモロジー」「シ

ンボリズム」「パフォーマンス」はそれぞれ「固有世界」「事物の多義性」「身体性をそなえ

た行為」と言い直すことができるとしている。 
	 8) この統合的な語彙指導観は、個々の情報を別々に積み上げていく「ボトムアップ方式」
の学習形態とは根本的に異なり、全体から始めるという「トップダウン方式」の考え方に

近いものである。ボトムアップには個々の知識を確実に押さえるといった利点もあり、頭

から否定されるべきものではないが、その限界が指摘されているのもまた事実なのである 
(榊原 1985, Cook1989) 。 
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[ 2 ] 

語用論的アプローチによる語彙指導 
－映画教材の可能性－ 

 
 
はじめに 
	 あるコンテクストの中で言葉が用いられるとき、聞き手が話し手の「発話の意図｣1) を推

し量った上で対話が進められるか否かは、コミュニケーションの成立を左右する。その「意

図」を聞き手が理解するのに、話者が用いた語句の辞書的な知識だけでは解決できない場

合も多い。例えば、映画『ローマの休日』に次のようなセリフがある。 
 
	 	 Countess:  Your milk and crackers. 
	 	 Princess:  Everything we do is so wholesome. 
 
「健康によい」という辞書的意味を持つ"wholesome"は、字幕では「退屈ね」という日本
語が当ててある。就寝前におきまりの夜食を運んできた countess に対して、ややふてく
された表情と音調で語られる王女のこのセリフが、文字どおりの意味とは裏腹の意図を伴

ったものであることは想像に難くない。このように言葉の使われる状況や話者の心理、顔

や声の表情などによって、その伝えうる「意図」は言語形式の辞書的意味とは異なる場合

があり、ときには全く逆の意味を伝えるのである。 
  本研究では、言語の使用者 (話し手と聞き手) を取り巻くコンテクストから導かれる「発
話の意図」と、実際に使用される言語との関係を中心とした語彙指導法を「語用論的アプ

ローチ」と呼び、教室内での指導をより多次元的に構築する可能性についての提言を行う。

その際「語用論的アプローチ」の素材として有効と思われる「映画」から、主に「言語形

式の文字どおりの意味」と「話者の意図」が異なる事例を取り上げ、言語外の要素の果た

す役割の重要性を示しながら映画教材の利用法について検討する。 
 
語彙指導と語用論 
	 語用論は広い意味での意味論に含まれるとの見方もあるが、狭義の意味論との間にその

研究対象となる「意味」のレベルの違いを認めることができる。毛利 (1980: 4) は辞書的
意味と統語的意味を合わせた「文の知的意味」とその文の命題の「真偽条件」を問題にす

る領域を狭義の「意味論」と呼び、「文の行為的意味」とその「正誤条件 (発話行為がまと
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もかおかしいか) 」を扱う「語用論」と区別している。さらに両者の区別を判断する基準
として、前者は"How do you knowthat?"に答える気持ちで sentence-meaning を研究し、
後者は"Why do you say that (to me) ?"に答える気持ちで what a speaker means by a 
sentence を研究するものだと述べている。 
	 簡単に整理すると、池上 (1991: 171) が述べるように、「文字通り」の意味 (つまり、辞
書に記載されているようなもの) を扱うのが「意味論」、具体的なコンテクストの中で引き
出される「含意」を扱うのが「語用論」ということになる。後者に関しては必然的に、言

語内にとどまらない広範囲のコンテクストが問題となる。比較的文脈に左右されない意味

を扱う (狭義の) 意味論とは、ここにおいて大きく異なる。言語教育の枠組みで言えば、
語用論的解釈は言語そのものの意味を小さな単位から積み重ねて全体を理解する「ボトム

アップ」の発想では対応しきれない面もある。むしろ全体から個を見る「トップダウン」

的な学習観が必要なのである。 
	 本研究では従来の語彙指導法を「意味論的アプローチ」と呼ぶこととするが、その た

るものと考えられるのが英和辞典的情報２) に依存したボトムアップ中心の指導法、およ
びコンテクストに依存した「言外の意味」が乏しい教材の２点である。 
	 前者については、田邉・馬本 (1994) の調査から浮かび上がった教室における語彙指導
の実態にその一端をうかがうことができる。それは、 (1) 意味の提示の際に扱うコンテク
ストが一文程度にとどまっていること、 (2) 実際の使用場面よりも語そのものをめぐる周
辺的な (暗記に役立つ) 情報、例えば語源・接辞・語幹・類義語・派生語などの解説に意
が注がれていること、 (3) 単語と訳語を結びつけるテストで定着を図ること、の３点に集
約することができる。 
	 後者については、中学校で使用されている教科書にコンテクスト情報を必要とする「言

外の意味」を扱った文が非常に少ないということである。言外の意味にも様々なものがあ

り、例えば言語形式と話者の意図が反対の関係にある「アイロニー｣3) 、本心を「誇張」し

たり「控えめ」に表現したもの、そしてある概念を他の事柄を用いて表現する「メタファ

ー」などがある 4) 。ここで特に問題としてみたいのは次のような「アイロニー」に関わる

例である。 
 
	 	 Joe:  Yeah, I didn't know exactly how to describe it, but that's it. 
	 	 Hennessy:  I think you described it very well.	 [Roman Holiday] 
 
この例では、口から出任せのうその説明をする記者に向かい、彼のうそを見破っている編

集長が"you described it very well"と言っているが、これは明らかにアイロニーである。話
者が心の中では思っていないことを口にすれば、会話において対話者が守るべき原則の一
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つとしてGrice (1975: 46) が挙げている "the first maxim of Quality" ("Do not say what 
you believe to befalse.") に反するため、そこに「アイロニー」という含意が生じるのであ
る。用いられた言葉がアイロニーであるか否かは、その発話が成されるに至った事情、す

なわちコンテクストの理解が不可欠であり、さらに実際の発話における話者の表情や声の

調子に注意を払わなければ正しく理解することはできないであろう。 
	 こうした言語使用に対し、学校英語の教室現場では配慮がなされているのであろうか。

試みに現行の中学校教科書の対話文中からこうしたアイロニーの文を探したところ、One 
World (3) の "Run, Melos!" に次の例が見られた。 
 

King:  All right.  I'll give you a chance.  Your friend will wait here.  If you're 
even one minute late, your friend will die and you'll be free.  Will you come back?  
I don't think so!  Ha!  Ha!  Ha! 

 
「どうせ帰って来ないだろう」と思っている王の口から "Will you come back?" という言
葉が出てくるのであるから、明らかに皮肉である。また、New Crown (3)  "The Luncheon" 
に登場する、高級なレストランへ入りたがる叔母の申し出を断れない青年の次の言葉も、

本心とは裏腹の言葉の例である。 
 
	 	 "Can't we go there?  That looks very nice." 
	 	 "Oh, very well, if you like," I said.  I could not say, "I don't have enough money to  
	 	 take you there." 
 
ある文がアイロニーであるかどうかという判断は、テキスト解釈という主観的な分析によ

らざるを得ない。上の２番目の例にしても、相手に対する悪意を持った発言とは違うので、

アイロニーとは異なっているようでもある。従って厳密な数量的分析とは言えないが、こ

のように意図に反する言語使用の例は他に見つからなかった。つまり教科書中のほとんど

の英文の解釈が「言内の意味」を扱う英和辞典の訳語、あるいは一対一の訳語を施した巻

末の語彙リストで間に合うということなのである 5) 。 
	 こうした指導法・教材の事例から、文字どおりの意味を超えたところでの語彙指導が行

われていないのではないか、ということを (部分的にではあるが) 指摘することができる
と思われる。もちろん「意味論的アプローチ」の果たしてきた役割を否定するものではな

く、中学校のテキストにしても文法や語彙における「基礎力」を養成する上で大変すぐれ

ていることは広く認められるところである。しかし、コミュニケーションに必要とされる

「コンテクストの中での語彙使用能力」の養成を考えたとき、言語形式が持つ意味 (意味
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論的な意味) と、場面特有の意図 (語用論的な意味) とが異なるものに対する配慮が今後一
層重要となってくるのではないだろうか。 
	 ただ「言外の意味の指導にどれだけの意味があるか」という疑問や反論があることも当

然予想できる。確かに「しかるべき言内の意味の存在しないところに言外の意味が存在す

ることはない｣ (安井 1978: 168) という言外の意味の性格からすると、特に学校教育の現
場において、まずは言内の意味をしっかり身につけさせることが重要だ、というのはもっ

ともな議論であろう。教科書の精神がそこに根ざしている (のであろう) ということにも
納得がいく。しかし、筆者は次のように考えるのである。言外の意味には何らかの形で言

内の意味が映し出されているのであるから、言外の意味の存在に気づかせることは、それ

だけ言内の意味の理解を深めることに通じるであろう。そしてもっと重要な点は、言外の

意味に気を配るというのは、とりもなおさずその語句の使用される場面に注意を向けるこ

とであり、それがまさにコミュニケーションを前提とした語彙指導を可能にするのである。 
 
語用論的アプローチの素材としての映画 
	 上で論じてきたように、従来の指導で「足らない」と考えられるものを補う意味で「語

用論的アプローチ」を提案するのであるが、実際に用いる素材としては映画が適切である

と考える。その理由は、何と言っても状況と文脈が備わっているということである。これ

はコンテクストから理解する「トップダウン」のアプローチに欠かせない条件である。ま

た語彙のレベルにおいても、阿部・吉成 (1993: 102) が示す「映画の語彙の７割は中学必
修単語である」という調査結果からも適切な素材だと考えられるのである。 
	 このように映画はコンテクストがあり、平易な言語を使用していると言っても、我々に

は理解が困難な場面が多いのもまた周知の通りである。高度なリスニング力を必要とする

スピードや音変化に加え、上で述べたような辞書的な意味を超えた話者の意図を理解する

「語用論的な力」が必要だからである。この語用論的な力というのは、「ことば」と「状況

把握力」を合わせた力とでも呼ぶべきものであるが、従来の語彙指導論ではあまり論じら

れてこなかった広い意味での語彙力ということになろう。そしてコミュニケーション能力

の点からは非常に重要な力であることは間違いないのである。 
	 そうした力をつける指導法としての「語用論的アプローチ」において、具体的な指導に

示唆を与える例を映画から取り上げてみる。本稿で特にスポットを当てているのは、文字

どおりの意味と話者の意図がほぼ逆転している「アイロニー」の例である。 
 
 (1) Marty:  Perfect.  Just perfect.  [Back to the Future] 
 
	 この例の"perfect"は、「ひでえや」といった感じの意味になる。この場面で話者 Marty は
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父親の自家用車がぐしゃぐしゃになってレッカーで運ばれているのを見ている。その時の

声、あるいは表情からはなんともがっかりした様子がうかがえるし、何度も車を振り返る

動作は残念に思う気持ちをよく表している。彼は明日ガールフレンドとこの車でデートす

る予定だったのだ。こうした"perfect"にまつわる広いコンテクストによって、この語を用
いて話者が伝えようとする意図が浮き彫りになるのである。 
 
 (2) George:  Okay, okay, you guys.  Very funny.  You guys are being real mature. 

[Back to the Future] 
 
	 "mature"を用いたこのセリフは「子どもじみたまねするなよ」という意味である。この
場面でGeorge は、いつもいじめられている連中から背中に張り紙をされたり、後ろから
蹴飛ばされるなどしてからかわれている。ひきつった笑みを浮かべながらやめてくれるよ

うに訴えている場面である。 
 
 (3) Jennifer:  Well, you've certainly matured.  [Backdraft] 
 
	 これは「相変わらずこどもっぽいわね」といった意図を持ったセリフである。この 
Jennifer のセリフは、昔の友人 (恋人？) である Brian が、消防士学校の卒業パーティ
ーの後、街角の消火栓から放水する友人 Tim とふざけ合っている姿を見て言ったもので
ある。 
 (2) (3) はいずれも目の前の相手の行動が年相応のものではないことが明らかであり、ま
た以前から同じ様な行動が繰り返されていることがストーリーから推測される。実際の話

している顔つきや声もあきれた様子がうかがえるので、あきらかに"mature"の持つ文字ど
おりの「立派に成長した」という意味を示しているとは思われない。 
	 以下でそのほかの例を紹介するが、いずれも 小限のコンテクスト情報をつけ加えて説

明する。使用された語句の意味を真に理解するには、音声・映像を含めた全コンテクスト

が必要であり、実際に映画を通して見ることが 善の方法であることは言うまでもない。 
 
 (4) Stephen:  Man, how do you do it, huh?  How do you manage to keep comin'  
      up with new and amazing ways to fuck up?  I mean, that scotch bullshit?   

[Backdraft] 
 (就職先の便宜を図ってもらおうとして、担当者にスコッチの贈り物をするという「陳 
	 	 腐な」手を使った弟に向かって)  
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 (5) Stephen:  Yeah, attaboy!  [Backdraft] 
 (消防署に配属された第１日目に遅刻した弟に向かって)  
 
 (6) Stephen:  Now that's good.  Oh, that's good.  [Backdraft] 
 (玉子を焼こうとして殻までフライパンに落としてしまった幼い息子に向かって)  
 (7) Rachel:  Can't you answer straight just once? 
       Frank:  You're too clever for me.  I'm--I can't keep up.  [The Bodyguard] 
	  (口の減らない依頼主に対するボディーガードのセリフ)  
 
  (8) Rachel:  So, is that gonna protect us? 
       Frank:  Yeah, he's a...he's a trained noisemaker.  Come here, Foster. 
       Rachel:  Oh, terrific.  Just what we need.  [The Bodyguard] 
	  (脅迫相手から逃れて山里の Frank の実家に身を隠した Rachel が小さな番犬に向 
	 	 かって)  
 
  (9) Beulah:  Oh, yeah?  Well, your husband plowed under his corn and built a  
      baseball field. 
       Annie:  Now, there's an intelligent response.  [Field of Dreams] 
	  (PTAの集まりで自分の夫のことを非難された Annieが相手の女性に向かって)  
 
 (10) Mark:  What the hell is she talking about? 
       Karin:  People will come. 
       Mark:  All right.  All right.  All right.  All right.  This is fascinating.  It is. 

[Field of Dreams] 
	  (伯父の Mark が、姪 Karin の一見絵空事のように思える言葉に対して)  
 
	 上の例文中の下線をほどこした語はいずれもプラスイメージを持った言葉であり、通常

は相手を賞賛したり好ましい評価を与えたりする場合に用いられる語であるが、実際に伝

えようとしている意図はその逆に近い。 
	 次のように、感謝の言葉を用いながら決してその気持ちを持っていない例も多数ある。 
 
 (11) Rachel:  Will you grab that jacket for me, the red one, please? 
       Frank:  I'm here to keep you alive, not help you shop. 
       Rachel:  Thanks.  [The Bodyguard] 
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	  (くだらない用事を言いつけたが、言いなりにならない Frank に向かって)  
 
 (12) Stephen:  Well, what do we got here?  Fireman's costume, huh?  Where'd you  
      rent it? 
       Brian:  Thanks for coming to my graduation today, brother.  A real 
      inspiration to me.  [Backdraft] 
	  (卒業式に顔を出さなかった兄に向かって)  
 
 (13) Stephen:  And we do, we appreciate it.  I mean, I don't know about the rest of  
      the guys, but you got my vote for mayor.  [Backdraft] 
	  (人手不足の消防士をさらに人員削減しようとする政治家に向かって)  
 
 (14) Swayzak:  Thanks a lot, fellahs.  You did a great job today, by the way.  

[Backdraft] 
	  (自分の政策を非難された政治家のセリフ)  
 
 (15) Ray:  Ease his pain?  What...?  What the hell...?  What the hell does that  
      mean?  Ease his pain!?  What pain...all right?  Whose pain?  Thanks a lot.   
      Thanks a lot.  [Field of Dreams] 
	  (意味不明の言葉を繰り返す謎の「声」に向かって)  
 
	 また、以下の例のように、マイナスのイメージを持った言葉を肯定しながら、実は相手

にプラスの評価をしている例もある。 
 
 (16) Ray:  Do you think I'm crazy? 
       Annie:  Yes.  [Field of Dreams] 
 
 (17) Ray:  Am I completely nuts?  Hmm? 
       Annie:  Not completely.  [Field of Dreams] 
 
 (16) で Annie は Ray の言葉 "I'm crazy" を肯定しているが、彼女の表情は真剣で、相
手の行動に深い理解を示している様子がうかがえる。また (17) でも nuts を部分的に肯
定しているわけだが、 (16) と同様、相手に抱いている気持ちは決して「ばか」というの
ではなく、むしろ「立派よ」ぐらいの気持ちで相手を好意的に評価している様子が見て取
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れるのである。 
 
語彙指導への示唆と教室での応用 
	 これまでの例から言えることは、プラスイメージを持った語でも用い方によっては相手

を傷つける道具になりうるし、知らず知らずのうちに相手に失礼になる可能性もある。同

様にマイナスイメージの言葉でも、話し手と聞き手の間柄によってはむしろより自然なコ

ミュニケーションが成立する場合がある。従ってコミュニケーション能力養成の立場から

は、語彙指導においてもコンテクストを重視し、言外の意味への配慮をするべきだと思わ

れる。コンテクストを背景に持った「語用論的な情報」は通常辞書からは得られない 6) 。

そこで、話者の表情や音調が同時に提示される教材が望ましいのである。 
	 映画の素材を「使える語彙」の指導に取り入れる方法について、筆者は短大および大学

の授業で試行錯誤を繰り返してきた (Umamoto 1992) 。経験論的ではあるが、以下で「語
用論的アプローチ」の具体的な方法を提案することとする。 
	 まず映画を用いる場合、全体を通して見ることが必要である。これは包括的なコンテク

ストを必要とするトップダウンのアプローチに欠かせない。通して見終わった後の授業で

は、毎回部分的に場面を取り出し、登場人物の動作・表情・話し方・音調などから心情や

意図を推測させ、語句・文単位の dictation を行う。文字を中心とした平面的な情報では
なく、音声や映像を含めた立体的な情報をもとにして行うのである。聞こえてきた語句の

意味は個々の場面からの推測で理解されるのであり、あらかじめ暗記した辞書の訳語によ

る理解は避ける。結局「形」が与えられた後にその「意味」を見つけるのではなく、すで

に与えられたコンテクストの「意味」から「形」が導かれるという方向性をとるのである。

この指導過程で筆者が特に留意しているのは、コンテクストの把握の際、字幕 (英語であ
れ日本語であれ) に注意を向けすぎないようにさせることである。せっかく映像と音声を
伴ったコンテクストが利用できるにもかかわらず、文字情報に過度に頼ることは、結局ト

ップダウンとはほど遠い状況に陥ってしまう。コンテクストからの推測をより効果的に促

進するため、コマ送りや停止 (レーザーディスクの場合は画像が消えるので注意が必要で
ある) の操作により、表情から何が読みとれるかを考えさせる。 
	 こうして「意図」を伝える「ことば」の形と使い方を学んだら、次は映画の人物をモデ

ルとしてセリフの再生練習を行い、さらにロールプレイへと発展させる。留意したいのは

いかにドラマチックにモデルの音調・表情・ジェスチャーを真似て演じられるかという点

である。スクリーンの俳優の演技が模倣練習のための一流のモデルであることは言うまで

もないのであり、教師自身が恥らいを捨て大胆に演じることができれば、学習者に与える

ものは大きいと考えられる７) 。 
	 このような活動を、映画ビデオやレーザーディスクを用いながら常に音声・表情・動作
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に意識を集中させ、以下のようにインプット・アウトプット活動を行うのである。 
 
	 	 	 [インプット] 
	 	   	 [1] コンテクスト (ストーリー展開、顔、声、動作、心情など) の把握 
	 	 	   [2] 意図、および語句の予測 
	 	 	 	 [3] ディクテーション 
	 	 	 	 [4] 語句の確認と練習 (スペリング、コンテクストにふさわしい発音)  
 
	 	 	 [アウトプット] 
	 	 	   [1] コンテクストの認識 
	 	 	 	 [2] セリフの口頭再生 (ストレス、イントネーション)  
	 	 	 	 [3] ロールプレイ (身ぶり、表情)  
 
もちろんインプットとアウトプットをそれぞれが独立した活動だとは捉えていない。例え

ば再生練習の思わぬ副産物として、セリフを実際に言うことで「話者の意図」が実感でき

たという学生の声もあるように、再生練習は単にアウトプットのための機械的な練習とし

てではなく、理解を促進する意味あいを持たせることができる。こうしていわば「立体的」

な、身体ごとの再生模倣練習を通じて固有の場面における固有の意図を持った言語使用体

験を蓄積していけば、自己表現能力の養成に通じることは間違いないであろう。 
	 この指導法を「語彙指導」と呼ぶべきかどうか筆者も疑問を抱いている。ただ語彙のた

めの語彙指導はあってはならないのであり、常に「使う」ためのものであるべきだとの考

え方からすれば、この「語彙指導観」は正しいかも知れない 8) 。 
	 もちろん授業には限界がある。実際にこうした方法で授業中に扱える映画はせいぜい１

セメスターで１～２本であろう。そこである程度学習のツボを授業で伝えることができれ

ば、後は学習者の自習に任せることにしている。幸い筆者の勤務する大学では、図書館お

よびＬＬの自習室にそれぞれ数台のビデオが設置してあり、映画ソフトもかなり充実して

いる。学生の好きな時間に気に入った映画で学習を行うことが可能なのである。 
	 個人学習を促進することは、映画の内容に関する興味の違いのほかに、英語力の個人差

に対応する意味でも重要である。登場人物の話す英語のスピード・発音上のなまり・スラ

ングの使用など、映画には様々なレベルがあり、日本語／英語字幕やシナリオの有無など

利用可能な補助教材によっても学習のあり方が随分変わる。この点についてはソフト、ハ

ードを含めたメディアに関する検討が必要であるが、ここで強調しておきたいのは映画に

よる「語用論的アプローチ」が決して上級学習者だけのためのものではないということで

ある。コンテクストを 大限利用し、聞き取れない場合も推測を働かせて言葉を学ぶとい
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う点で、初級の学習者にも適用可能だと考えられる。 
	 以上、具体的な教室での提案を試みてきたが、本論文で提案してきた「語用論的アプロ

ーチ」の骨子をまとめると、次の図のようになる。 
 
 
                    	 	 	  

 
	 語用論的アプローチ 

                    	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓	                                      
  

	 意図を推測する能力 
 
	 意図を適切に伝える能力 

 
  

 CONTEXT 
	    

   FORM 
 

 
	  

 

  
  
                    	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓                                       

 
  コミュニケーションに必要な語彙能力 

                                                                               
映画を用いた語用論的アプローチによる語彙指導は、インプットに際してはコンテクスト

がしっかりしているため、言外の意味であっても理解が比較的容易であるということ、ア

ウトプットに際しては使用を前提とした模倣の格好のモデルとなるということの両面から、

効果的な指導法としての可能性を持っている。ある言語形式 (form) を、使用する場面・
状況 (context) としっかり結びつけた上で「使える」ようにすることがこのアプローチの
目的であるが、form と context を結びつける鍵は紛れもなく「話者の意図」ということ
になる。意図を適切に把握し、適切な方法で伝える能力こそ、コンテクストと語句とが強

く結びついた「語用論的」な語彙能力であり、コミュニケーションに有効な力であると言

うことができる。 
 
おわりに 
	 本論文ではアイロニーを中心とした「文字どおりの意味とコンテクストに依存した意図

とのギャップ」に焦点をあて、語用論的アプローチの重要性を論じてきた。無論、皮肉ば

かりを指導せよというのではなく、文字どおりの意味を持った語句の指導においても、コ

ンテクスト抜きに考えるべきではないという主張を行ったつもりである。言内の意味とい
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うのは、意味のプロトタイプ (典型例) 9) を配列した辞書の定義に関わる問題でもあるが、

語の使用における意味はやはり場面によってそれぞれ異なっているのである。「語用論的ア

プローチ」はそうした個々の場面に対応できる感覚を身につけるための方法である、と述

べることもできるであろう。 
	 後にこれまで論じてきたことを「これからの語彙指導」という形でまとめてみると、

次の表のように整理できる。 
 

 
指導の方向性 

 
意味論的アプローチ	 →	 語用論的アプローチ 

 
指導法 (語義 
	 の提示法)  

 
ボトムアップ	 	 	 	 →	 トップダウン 
プロトタイプ  	 	 	 →	 場面固有の意味 

 
コンテクスト 
	 の考え方	  

 
断片的	 	 	 	 	 	 	 →	 包括的 
平面的	 	 	 	 	 	 	 →	 立体的 

 
学習方法	 	  

 
形から意味へ	 	 	 	 →	 意味から形へ 
暗記	 	 	 	 	 	 	 	 →	 推測 

 
	 これからのコミュニケーションのための語彙指導は、個々の単語の知識を集めることか

ら、実際にそれをどう使うかという方向への意識改革が必要である。いわば静的から動的

への流れであり、それは同時に語彙指導の立体化を意味する。これを可能にするのが、言

語だけでなくその使用者を視野に入れた「語用論的アプローチ」であると筆者は考えてい

る。 
 
 
注 
	 1) Leech and Thomas (1987: f12) はこの「発話の意図」を"speaker-meaning" と呼び、
辞書や文法書が扱う "sentence-meaning" とは差があることを指摘している。また、この 
"speaker-meaning" を扱う学問を "Pragmatics" (語用論) と呼んでいる。 
	 2) ここで取り上げたような「英和辞典的情報」と語彙学習をめぐるの問題点について、
松川 (1995: 16) は「辞書に記載されている単語の定義は、実は背後に膨大な現実の使用
例という一次資料をもっていて、それらを抽象した二次的なものでしかないのだが、辞書
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に載っていることで固定化してしまう。．．．定義によって意味が決まるのではなく、場面と

脈絡によるのに、辞書の権威は実に偉大である」と述べ、「場面を伴った言語使用の実体験」

「豊富な語彙体験」こそ必要であると論じている。 
	 3) 河上  (1993) は日本語で「皮肉」と呼ぶものを「偽善型アイロニー 
(blame-by-praise) 」と呼び、その反対を「偽悪型アイロニー (praise-by-blame) 」と呼
んでいる。分かりやすく言うと、前者はプラスイメージの語を用いて非難するような場合、

後者はマイナスイメージの語を用いて賞賛するような場合を指す。 
	 4) ここで取り上げた４つの分類は、Grice (1975: 53) が"the first maxim of Quality"が
守られていない例として取り上げた irony, metaphor, meiosis, hyperbole に相当する。な
お、中学テキスト中には、詩や物語にメタファー (擬人法を含む) が用いられていた箇所
もあるが、メタファーの問題に関しては議論の場を別に求めたいと考えている。 
	 5) コミュニケーションを重視しようとする流れの中で、自然な文脈での話者の意図を積
極的に取り上げ、トップダウンの指導法を意識して作られたという中学教科書 Columbus
を見ると、確かに従来型の教科書に比べ「言外の意味」を多く含んでいるようである。そ

れは例えば以下のようなものである。 
	 	  (1)  A: Trick or treat! 
	 	 	     	 B: How scary!	 	 	 	 	 	 	 	                  	 	     (誇張)  
	 	  (2)  A: Are you tired, Ted? 
    	 	 	 	 B: No, I'm OK.	 	                                     (控えめ)  
    	 	 	 	 A: Really?  You're quiet today. 
    	 	 	 	 B: Well, I have some bad news. 
	 	  (3)  A: Why were you calling? 
    	 	 	 	 B: I was just....   Oh, nothing.  Never mind.	        (控えめ)  
	 	  (4)  A: Give me your suitcase.  I'll carry it for you. 
    	 	 	 	 B: OK.  Thanks, Ted.  I'm sorry -- it's a bit heavy. 
    	 	 	 	 C: Don't worry.  He's a strong young man.	            (誇張)  
	 	  (5)  A: Be careful.  Don't ride too fast.  It's Mika's first ride on a tandem. 
   	 	 	  	 B: Yeah, I know.  Don't worry, Mom.  Bye! 
    	 	 	 	 C: It's OK, dear.  He's looking after Mika.  He'll be more careful than  
	 	 	 	 	 	  usual.  In fact, he'll be the most careful cyclist in the world this  
             morning!	                                          (誇張)  
	 6) 村田 (1994: 10) は、LDOCE２をはじめとして辞書の語法注記が語用論の問題にまで
少しずつ入り込んできている点は注目に値すると述べ、現段階の英和辞典では『ジーニア

ス』に見るべき記述があると述べている。本文の映画からの例に用いられている語につい
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て、言外の意味に関連すると思われる『ジーニアス』の記述には次のようなものがある。 
	 	 clever [けなして] 抜け目ない	  
	 	 inspiration [しばしばけなして] すばらしい思いつき 
	 	 manage [皮肉的に] まんまと～する 
	 	 thank [皮肉をこめて] ～のせいである 
	 	 thank you [I will thank you; 皮肉・非難・強制的依頼を表して] さっさと～してくれ 
	 	 	 	 	 	 	 [丁寧な拒絶] もうけっこうだ 
こうした記述は従来の意味論的な語義説明から一歩前進したようにも思われるが、それで

も映画からの例を説明するには不十分である。小島 (1994: 149) も辞書学の立場から、特
に学習辞典においては用例への語用論的配慮が必要であると述べ、どのように語用論を応

用していくかは今後の大きな課題であるとしている。もちろん言外の意味が辞書に掲載さ

れるまでに慣用的になってしまっては「パンチの効かない」表現ということになるのだろ

うが。 
	 7) 原田 (1995) は「コミュニケーション活動を本気で考えるなら言葉の演劇性はさけて
通れまい」と述べ、教師自らが演劇的表現の可能性を示してやる必要があると述べている。 
	 8) 日野 (1993: 14) は「談話理論に基づく近年の外国語教育の立場からは、単語や文よ
りも大きな意味のまとまりにおいて言語をとらえることが重要である。...[語彙の指導は]
個々の単語への過度の依存から脱皮させることが大きな課題のひとつとなる」とし、柳瀬 
(1992: 158) も「教育方策の繰上げ」という言葉を用い、単語を学ぶときは文 (以上の単位) 
を対象にすることを提言している。なおこの問題に関する議論は馬本 (1995a) を参照され
たい。 
	 9) 語意味論におけるプロトタイプとは意味の典型例のことであり、単語から直接連想さ
れる語義をさすものと言える (田中 1987: 37) 。この概念は語の多義性を 大公約数的に

カバーする「コア」と区別されるが、例えば動詞 run のコアは「物理的・心理的・時間
的空間を一方向性 (ある幅) をもって、連続的に／なめらかに／途切れなく、相対的に速
い、一定の速度で動く」であり、プロトタイプは「走る」である (田中 1987: 142) ｡ 
	 従来の意味論的アプローチはプロトタイプ中心的であったと言うこともできよう。例え

ば辞書で意味調べをせよと言うだけでは、ある学習者はコンテクストを無視した語の第１

義 (すなわちプロトタイプ) の確認だけで済ませてしまう (林 1991: 7) 。また、多くの学
習者が手にする (受験用の) 単語集は、プロトタイプの訳語のみ挙げているものが多い。 
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[ 3 ] 

英語コミュニケーション時代の語彙指導 
 
 
はじめに 
	 現行の指導要領に象徴されるわが国の「英語コミュニケーション時代」の到来は、様々

な角度から私達に英語教育のあり方を問いかけてきた。そのひとつは、「ことば」の教育た

りうる英語教育か、という点である。 
	 コミュニケーションの掛け声と前後して語彙の再評価が始まった (佐野ほか 1988, 
Carter and McCarthy 1988) 。言葉の機能が「意思や情報の伝達」だと見れば当然であろ
う。しかし、今日の英語教育でコミュニケーションのための語彙指導は適切に行われてい

るのだろうか。田邉・馬本 (1994) は限定された調査範囲ながら、コミュニケーション能
力を養成するには「教材の改善」と「発信指導の工夫」が語彙指導 に必要という教育現場
からの声をまとめている。 
	 教材については検定教科書とそれを司る指導要領の問題が浮び上がってくる。中学校学

習指導要領で は、言語材料としての語数制限 (1,000 語程度まで) を設けているが、意味
については特に言及がされていない。語数制限については中学校国語の「語彙を 増やす｣ 
(２年) 、｢語彙を豊かに｣ (３年) という姿勢との隔りを見せる。意味については、国語で
は「辞書的な意味と文脈上の意味との関係に注意｣ (１ 年) 、「語感を磨き｣ (３年) 、とい
った記述も見られる。小学校の国語においても、｢使い方の範囲を広げ｣ (３年) 、｢様々な
意味があることを事象に基づいて理解｣ (４年) させるよう謳ってあり、｢語感」について
も５・６年生で関心を高めるよう指針が示されている。 
	 国語の指導要領の記述は、我々 が言葉の学習に対して普通に抱く事柄を改めて認識させ
てくれる。語彙の大きさや意味の拡大・深化の問題は言語生活の根幹に関わる。母語と同

じく「ことば」を学ぶという意識で英語教育を見ることも、先に述べた現場の声に対して

何らかの答を出すきっかけになるのではないかと思われる。 
	 本研究は、日常的に私たちが用いている言葉の本質的な機能を「コミュニケーション」

と捉え、英語によるコミュニケーションを促進する語彙指導のあり方を検討するものであ

る。従来型の語彙指導に対し、まず「語彙量」について再検討し、さらに語を用いてコミ

ュニケーションをとる上で必要な「語用能力」について、特に「語感」 の養成を念頭に置
いた議論を展開する。 
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語彙力とは 
	 語彙指導の目標は語彙力を伸ばすということに尽きる。では語彙力とはどういうものか。

英語教育においては、従来から「何語教えるか」という語数中心の議論が目につく。コミ

ュニケーション時代の語彙指導は、数ではなく量が問題であり、さらに使う能力を視野に

入れておく必要がある。 
	 語彙項目の姿 (綴り・発音) と中身 (意味) を積算したものが「語彙量」である。これは
単に語数にとどまらないもので、例えば多義語の複数の意味を覚えれば、ひとつしか意味

を知らない場合よりも語彙量は大きくなる。もちろん語数を増やせば語彙量は大きくなる

が、語数制限下にあっても、意味の量を増やすことで語彙量の増大を図ることができるで

あろう。語彙量の大きさが、コミュニケーションの可能性を左右することは疑いがない。 
	 語彙力の構成要素の２番目は、各語彙項目を英語のルールに適った使い方ができるかど

うかという「語文法力」である。語文法力は、適切な文型の使用、共起する語彙項目の選

択、語形変化や派生語の使い分けなどのできる力を指す。個々の語にまつわる文法力の必

要性は Palmer (1938) によって唱えられ、Hornbyほか (1941) の学習辞典に受け継がれ
た。彼らの仕事は、英語を適切に使う指針を示す学習者用英語辞典に今なお大きな影響を

与え続けている (竹林ほか 1981) 。 
	 ルールに適った語彙項目の使用に加え、さらに問題となるのは、コンテクスト (文脈・
状況) において相手の意図を推し量り、あるいは自分の意図を的確に伝える「語用能力｣1) 

である。語彙項目の持つニュアンスや語感、状況を 的確に把握する力が語用能力の前提と
なる。平たく言えば、相手の真意が「ピンと」くる、適切な表現が「瞬時に」出せる力だ

と言えよう。 
	 以上の点を踏まえた語彙力の構成を式化すると次のようになる。 
 
	 	 	 語彙力	 ＝	 語彙量	 ×	 語文法力	 ×	 語用能力 
 
我々の描く「語彙力」とは、英語教育の枠組みの中で漠然と「コミュニケーション能力」

と呼ばれている力と大差ないことが分かる。すなわち語彙項目を駆使することによってコ

ミュニケーションできる力、と言い換えてもいいだろう。 
	 以下の議論では、現在の中学校教科書を材料に、語彙力を高める指導上の留意点を検討

する。 
 
語彙量をめぐって 
	  教科書の語彙項目数は、文部省の学習指導要領による制約を受け、中学校では３年間で
「1,000語程度まで」と明記され、その中に必修語 507語を含むことが示されている。教
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科書は基本的にこの枠中で編集されるが、３年間で 1,000語というのは、コミュニケーシ
ョンを前面に出した指導要領にしてはお粗末と言えるだろう。算出基準の１時間あたり３

語程度という前指導要領の考え方が踏襲されている点は、学習者の実態 (指導者の抵抗？) 
に配慮したものとは言え、再考の余地を大いに残している。 
	 現行の中学校教科書を分析すると、教室内コミュニケーション活動への配慮と語彙制限

との狭間で、各出版社とも苦労している様子がうかがえる。本文では扱わず、その代わり

に、例えば付録として「学校行事」「食べ物」「いろいろな動作」「スポーツ」などの図入り

のリストに取り上げられる語句が目に付く。これらの多くが巻末の単語リストに掲載され

ていないところから、おそらく 1,000語の枠を越えるための苦肉の策であることは容易に
想像がつく。 
	 付録部分を除いても、中学校教科書各社の３年間の平均総語数は 1,426語であり、すで
に 1,000語を大きく超えている 2) 。語数の制約の中では満足な教材作成はおぼつかないと

いう点が指摘できると同時に、実態と指導要領とのギャップを浮彫りにしているとは いえ
ないだろうか。 
	 次に、学習者が母国語の世界で有している概念を英語での表現に置き換えることができ

るか、という観点から語数の問題を考えて みる。例えば６歳児が連想する「動物」の頻度
上位語は、象、きりん、ライオンと続き、20位までの項目は以下の通りである (国立国語
研究所 1981) 。 
 
	 	 	 象	 	 	 	 	 	 きりん	 	 	 	 ライオン	 	 	 	 さる	 	 	 	 	 	 パンダ 
	 	 	 うさぎ	 	 	 	 とら	 	 	 	 	 ゴリラ	 	 	 	 	 チンパンジー	 	 ひょう 
	 	 	 犬	 	 	 	 	 	 馬	 	 	 	 	 	 かば	 	 	 	 	 	 ねこ	 	 	 	 	 	 ペンギン 
	 	 	 チータ	 	 	 	 くま	 	 	 	 	 しま馬	 	 	 	 	 やぎ	 	 	 	 	 	 りす 
 
これらのうち、中学校の教科書の文中で (何らかの文脈を伴って) 使われている語を見て
みよう。 (	 ) 内の数値は、７社 (1～3年用 21冊) の教科書中にその語が出現した回数 (複
数形含む) ／出版社数、である。例えば elephant (2/1)  の場合、１社の教科書に２回だ
け登場しているということを表している。 
 
	 	 elephant (2/1)   giraffe (0)   lion (6/2)   monkey (1/1)   panda (4/1)  
	 	 rabbit (12/4)   tiger (0)   gorrila (0)   chimpanzee (0)   leopard (0)  
	 	 dog (54/7)   horse (8/3)   hippopotamas (0)   cat (21/5)   penguin (0)  
	 	 cheetah (0)   bear (5/2)   zebra (4/1)   goat (0)   squirrel (1/1)  
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子供が母語で持つ概念との開きが大きいという事実から、教科書によって提供される語数

の貧弱さを改めて指摘することができる。これは同時に、教室での教師の役割の重さを物

語っているのである。 
	 次に、一つの語彙項目が複数の意味で用いられる場合を検討する。多義語の複数の語義

を習得すれば、表現力の幅は広がる (馬本 1991) 。例えば busy を「忙しい」とだけ覚
えている者に比べると、｢話し中」｢混んでいる」などの語義も一緒に覚えている者は、多

くの日本語の概念を英語にすることができるわけである。同じ英単語 (の姿) を知ってい
ると言ってもこの差は大きい。 
	 様々な意味に転用される身体語は多義語の代表選手であるが、国語教育の分野では「語

い指導の宝庫｣ (倉澤 1986: 169) とも呼んでいる。中学校の英語では ear, eye, face, foot, 
hair, hand, head, mouth, nose の９語が必修語に指定してあるが、これらがどの程度の意
味の幅で用いられているか簡単な調査を行った。 
	 英単語の後の (	 ) 内の数値は、それぞれの語 (複数形・名詞以外の品詞を含む) が教科
書中に用いられた回数、および出版社数を示す。[	 ]内には COBUILD (1996) に示され
た第３義までの語義を挙げ、それぞれの出現回数を示している。第３義までに含まれない

語義はその他の項に記載した。 
 
	 	 ear ( 8/4)  [耳 (6/4) ・音感 (2/1) ・聞く耳 (0) ] 
	 	 eye (31/7)  [ (見える物を知覚する) 目 (30/7) ・見る (0) ・見分ける力 (0) ・ 
	 	 	 	 	 	 	 	 その他: 視点 (1/1) ] 
	 	 face (11/7)  [顔 (8/4) ・表情 (3/3) ・面 (0) ] 
	 	 foot (11/5)  [足 (6/3) ・下部 (1/1) ・足の側 (0) ・その他: フィート (2/2) ,  
	 	 	 	 	 	 	 	 慣用句 on～ (2/2) ] 
	 	 hair ( 6/4)  [頭髪 (5/4) ・体毛 (0) ・ (動物の) 毛 (1/1) ] 
	 	 hand (51/7)  [手 (46/7) ・影響力 (0) ・手中 (0) ・その他: 助け (1/1) , 拍手 (3/2) ,  
	 	 	 	 	 	 	 	 手渡す (1/1) , 慣用句 on the other～ (1/1) ] 
	 	 head (8/4)  [頭 (6/2) ・頭脳 (0) ・先頭 (1/1) ・その他: 向かう (1/1) ] 
	 	 mouth (12/6)  [口 (11/5) ・話しぶり (0) ・物の口 (1/1) ] 
	 	 nose (11/7)  [鼻 (11/7) ・乗り物の先端部 (0) ・嗅覚 (0) ] 
 
	 この調査では、教科書に取り上げられた基本語の語義が限定されている状況の一端を示

せたように思う。もちろん教科書が英語教育の全てではないので、実際の指導に当たって

教師が意味を広げて指導する必要がある。特に初学者に対して限られた意味にとどまるこ

とは、｢英語の単語の意味＝日本語の訳語という、英語の学習の基根となる命題｣ (林 1991: 
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20) を作り上げる遠因になりはしないかとの危惧もある。我々は語数よりも大切な意味の
豊かさについてもっと議論すべきであろう。 
	 語彙量をめぐる問題を整理してみると、語数は多いにこしたことはない。意味の量を加

算した語彙量の大きさに配慮し、語の意味を幅広く導入することも同じように重要である。

以下の議論にも関連するが、意味の周縁と考えられがちな諸相をおろそかにすべきではな

いと言えるだろう。 
 
語用能力 
	 先に語用能力の前提として「語感」ということを述べた。一般に語感とは言葉そのもの

の持つニュアンスを指す場合と、それを感じ取る使用者の言語感覚を指す場 合とがある。
｢この言葉の語感は～」という場合は前者、｢語感を養う」というのは後者の例であるが、

本論文では、後者に焦点を当てて議論する。芳賀 (1979: 159) は、言語感覚を「適切な選
択・運用の感覚」と捉え、それを支える事実認識力と状況適応力の必要性を説いている。

また倉澤 (1986: 12) は語感の指導について、｢幅をもって、いろいろな視点から、柔軟に、
そして鋭くことばをキャッチする能力をつけ、それによって、筆者の教養、発想、物の見

方感じ方、状況等をイメージに浮かべるようにすること」と述べている。いずれもコンテ

クストとの絡みで醸し出される「言語感覚」の姿が浮かんでくる。 
	 わが国の英語教育においては、言語感覚以前の問題 (つまり語の文字通りの意味をきち
んと押さえる作業) が先だ、という従来からの常識がある。しかし、言語感覚を無視した
言語教育が存在価値を持つのだろうか、という点を問題にしたいと思う。実際、多くの英

語辞書には言葉のニュアンスや話者の意図など、いわゆる「語用論情報」が満載され始め

ている。語感の問題が英語学習にとって無視できなくなっていることを裏付けるものであ

る (東 1980) 。 
	 本稿で言う語用能力とは、まさに言語感覚に裏付けられた語の適切な使用能力である。

では、どうすれば言語感覚は身に付くのか。端的に言うと、言語感覚は言葉とそれが用い

られるコンテクストとのぶつかり合いの中で磨かれていく。生活体験と言ってもいいだろ

う。様々なコンテクストの中で、様々な心的態度を伴って用いられる言葉を体験すること

で培われていくのである。 
 
言外の意味 
	 自然な対話の流れの中で当たり前に展開される言語事象にメタファーやアイロニーがあ

る。いわゆる「字義通り」の意味ではないとの観点から、｢言外の意味」と呼ばれることも

ある。これらはコード (規則) から逸脱した言語使用とも取れるが、｢逸脱」を「創造」と
置き換えれば、人間の営みとしての言語の本質とも言える。もちろんここで言う創造も、
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コンテクストが備わっていればこその創造である。 
	 岩田 (1955: 112-13) は、 
	 	 人間は、どんな表現にも意味があるという前提から出発する。意味づけのために、文 
	 	 に含みうる情報を超えて、さらに大きなコンテクストを想像 (創造) していこうとす 
	 	 る。逆にコンテクストによっては、一見センスなテクストにナンセンスという意味づ 
	 	 けさえ与えることにもなるのである。人は、たえず主体的に意味を求めつづける狩人 
	 	 である。 
と述べ、言葉とコンテクストとの格闘がまさに人間本来の姿であることを示している。こ

のコンテクストとの衝突を通じて言語感覚を磨く上でも、語彙指導の射程に「言外の意味」

を加えることを提案したい。初学者の教材に「文字通り」の語用法が主流を占めるのが従

来の常識であるが、コンテクストに依存する割合の高い言語使用であればあるほど、語感

を刺激するとは言えないだろうか。 
	 語感を刺激する例として、Christina Rossetti の詩を取り上げる。彼女の詩は中学校の
教科書によく登場するが、まず New Horizon 3 から Rainbow の後半部分を紹介しよう。 
 
	 	 	 There are bridges on the rivers, 
	 	 	 As prety as you please; 
	 	 	 But the bow that bridges heaven, 
	 	 	 And overtops the trees, 
	 	 	 And builds a road from earth to sky, 
	 	 	 Is prettier far than these. 
 
ここでは虹 (rainbow; rainbow 自体がメタファーに発した言葉である) のことを bow 
や road というように置き換えて用いている。詩の言葉にはメタファーが豊富に含まれて
おり、｢うまい言い方だな」「素敵な表現だな」という心の揺さぶりを経て、語感の養成に

一役買う教材と言えるだろう。 
	 類推とともに「ひねり」の過程をも含むメタファーは「言語活動の中でも も根源的な

原理」 (中谷 1985: 174) であり、｢人間の認知の営みの基本的なストラテジー｣ (池上 
1994: 10) でもある。単なる言葉の飾りではなく、それ抜きには言葉が成り立たないとす
る立場である。当然外国語学習においても、以下のように重要視する声もある。 
	 	 Metaphor, as a device for creating and extending meaning, is very important in  
	 	 the study of vocabulary. (McCarthy 1990: 27)  
 
現行の中学校教科書からメタファーの例をいくつか例を拾ってみる。 
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・ボランティアのことを指して 
	 Oh, they make people happy, so they have many friends. They are like a bridge 
across the sea. A bridge between Japan and other countries. (TE 3)  
・宇宙から地球のちっぽけな人間を見て 
	 We look at different countries, but we find that we are all children of one planet. We 
are all the Earth's children, and the Earth is our Mother. (CE 3)  
・宇宙船から見える地球のことを指して 
	 Suddenly, a blue and white jewel came out from behind the moon. At first I didn't 
realize this was the earth -- home. (SE 3)  
・民主主義を指して 
	 In my country, the people are the most important. They are the kings. (EE 3)  
 
ここで取り上げた bridge, children, mother, jewel, king などの意味は「字義通り」のそ
れではない。これらの語義を理解するには、語が用いられているコンテクストを参照し、

創造的に解釈する過程が必要である。しかし、もちろんその過程に多くの時間は必要ない。

人間の認知の営みは、字義通りの意味が解されれば、ほぼ瞬時のうちに比喩的な意味まで

も理解せしめるプロセスに満ちている。 
	 さて、はじめに取り上げたように、メタファーを論じる際に避けて通れないのが詩であ

る。Sunshine English Course 2 より、Christina Rosseti の詩をもう一つ取り上げてみ
る。 
 
	 	 	 	 THE SWALLOW 
	 	 Fly away, fly away, over the sea, 
	 	 Sun-loving swallow, for summer is done. 
	 	 Come agian, come again, come back to me, 
	 	 Bringing the summer and bringing the sun. 
 
ツバメが夏や太陽を bring するという発想はメタファーである。 
 
	 New Horizon 2 の What Color Is Love? の一節を紹介する。 
 
	 	 Color is something we see with our eyes,  
	 	 but love is something we see with our heart. 
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このメタファーは安井 (1975) の言う共感覚に属するものである。言葉と言うより、認識
の問題に強く根差している。 
	 池上 (1994: 8-10) は、｢日常のことばの話し手も、相手のことばの文字通りの意味を越
えて、絶えず先を読んだり、裏の意味を読みとったりする。〈ことば〉を通して何かを〈意

味づける〉 (make sense of～) －－この極めて人間的な営みの先端に位置しているのが
〈詩〉なのである」と述べている。この観点からは、上のようなメタファーの例はコミュ

ニケーションの上で極めて重要な位置を占めてくるであろう。中学校の教科書の場合、詩

のほとんどが正規のレッスンとして取り上げられていないのは残念である。 
	 マザー・グースの唄も教科書に取り上げてあるが、平野 (1972: 5-10) によると「辞書的
意味でなく、あることばないし表現が喚起したり連想させたりする茫然とした曰くいいが

たきもの」が外国語学習者の弱点であり、マザー・グースには「英語国民の生活感覚や言

語感覚の機微というか波長というか、そういうものがたんなる観念としてではなく、実感

としてわかってくるようになる、という効用もある」と述べている。近江 (1994: 21) も
「学習者は詩を生きた言葉として体験することでジワジワと言語的感受性が育っていく」

と述べ、いずれも詩から語感が吸収できることを重視している。詩とそこに豊富に含まれ

るメタファーを、コミュニケーション教材として扱うことを本気で議論すべきときがきて

いるのではないだろうか。 
	 言外の意味でメタファーに次いで問題となるのがアイロニーである。アイロニーは「皮

肉」と言うより「反語」として捉えた方が適切であろう。英語の irony は "a subtle form 
of humour which involves saying things that you do not mean" (COBUILD) であり、必
ずしも非難の意味を伴わないからである。全くの正反対の意味を扱う場合もあれば、誇張

や控えめな表現を含めて考えることもできるのである。 
	 One World 3 の「走れメロス」に、次のような King のセリフがある。 
	 	 All right. I'll give yo a chance. Your friend wil wait here. If you're even one minute 
	 	 late, your friend will die and you'll be free. Will you come back? I don't  
	 	 think so! Ha! Ha! Ha! 
ここでの Will you come back? は「どうせ帰ってこないだろう」という意味あいを含んだ
アイロニーである。 
	 上で述べたようにアイロニーを拡大解釈すると、次のような例もある。 
 
	 	 ・ハロウィーンでの会話 (CE 1)  
	 	 A: Trick or treat! 
	 	 B: Oh, how scary! 
	 	 ・電話した翌日 (CE 2)  
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	 	 A: Why were you calling? 
	 	 B: I was just.... Oh, nothing. Never mind. 
	 	 ・おばに高級レストランに連れて行くよう頼まれ (NC 3)  
	 	 "Can't we go there? That looks very nice." 
	 	 "Oh, very well, if you like," I said. I could not say, "I don't have enough money to  
	 	 take you there." 
 
少しも怖くはない "how scary" や、言いたいことがある場合の "nothing" など、話者の
意図は明らかに「字義通り」ではない。３番目の "very well" にしても、相手が良ければ
良い、であって、話者本人にとっては少しも良くないのである。 
	 以上のような用法も、文字通りに解釈したのでは話者の意図は伝わらない。話者の心的

態度に思いを馳せることによって真意を解することができるのである。 
	 日常的に、平易な語句がアイロニーとして用いられる例は多い。中学校の教科書中にそ

の例を見いだすのは困難だが、中学レベルの基本語を用いた例は映画に多い。例えば自分

を中傷する手紙を見て発する "Beautiful." は明らかにアイロニーである。また憎らしく思
っている女の子を "cute" と形容したり、大事な車を壊されて "Perfect!" と言ったりする
のもアイロニーである。 
	 そのほか、相手をからかって使う次のような例もある。 
 
	 	 ・大変な職場に配属された同僚への挨拶 
	 	 A: I'm Brian. 
	 	 B: (笑いながら) I'm sorry. 
	 	 ・飲み物を勧めた相手に 
	 	 A: So, can we get you a drink? 
	 	 B: Yeah, orange juice. 
	 	 A: Straight? 
 
このほか、決して感謝の気持ちを持たない "Thanks." や、少しもすまないとの気持ちの
ない "Excuse me." など、映画の例は豊富である。 
	 映画の場合、映像や音声によって把握されるコンテクストによって、逆の意味だという

判断は比較的容易である。例えばプラスイメージの言葉を用いながらマイナスの意味を伝

える際のしかめ面、ぶっきらぼうな語り口など、発話の様相が特徴的であるからである。

アイロニーによって、話者の心的態度の表出を語彙の問題として捉えることができるよう

になる。 
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	 ここまで論じてきた言外の意味の理解・発信は、メタファーにしろアイロニーにしろ、

確かに英語を母語としない我々にとっては非常に難しい側面を持つ (McCarthy 1990, 
Barbe 1995) 。しかし逆にそれを体得することは、コミュニケーション能力の増大につな
がると言えないだろうか。 
 
語用能力への「仕掛け」 
	 語用能力を養う上で、辞書などを通じて「語用論情報」を得ることは有益である (東 
1980) 。しかし、真の語用能力とは、単なる知識レベルにとどまるものではない。語句に
ついて学んでも、｢使用レベルでの語感の浸透」がなければ学習者の語彙になったとは言え

ないからである。必要なのは語用能力に関する説明ではない。言語体験を経て語感の微調

整を図ることである。そのためにも疑似的な言語体験を得る上で視聴覚教材を用いた学習

は有効である (馬本 1995c, 1996b)。 
	 語用能力への配慮が不十分な指導は語彙指導と呼べない。倉澤 (1986: 43) は「あだ名」
を例に、語句指導と語彙指導の違いを次のように述べている。 
 
	 	 あだ名を単に題材にしただけでは、作業化や調査活動があったとしてもそれは語句指 
	 	 導である。しかし、いろいろな活動の中であだ名で呼ばれたときの状況はどうであっ 
	 	 たか。ことばの調子は。こちらの気持ちは。などが大切にされて、それがもととなっ 
	 	 てことばへのいろいろな思いやイメージが多様にふくらんでいく。そして驚いたり、 
	 	 しみじみと考えたりというような感覚を伴って初めて語い指導と言うことができる。 
 
	 学習者個人の語彙になる過程で、何か「仕掛け」が必要である。コンテクストを備えた

教材で学ぶというのはその 低条件とも言えるが 3) 、真の意味で学習者の語彙にするには

「学習者自身の学習コンテクスト」を考慮するべきであろう。ここで言う学習者自身の学

習コンテクストのひとつは、学習対象となるテクストへの自己投影であり、近江 (1996) が
「同化」と呼び、柳瀬 (1992) が「語彙の主体化」と呼ぶ概念に通じる。 
	 もうひとつは音読によって腑におちた状態になることが必要であろう。従来音読は瞬時

に口をついて表現が出るための筋肉運動的な捉え方であった。しかし、主体化のプロセス

としても重要である。例えば芳賀 (1979) は、言語感覚を身につけるために素読の必要を
説く。外山 (1981) も、見抜く力、洞察力、想像力を鍛える読み方として素読を勧める。
主体化が先か音読が先かという問題に対し、近江 (1996) はどちらも正しいとする。いず
れにせよ、コンテクストとの格闘によって自らのコンテクストを創造した上で、あるいは

創造する過程での音読、さらに暗誦という学習を経た「自己流の創造｣ (田邉 1995) や「語
る自己の構築｣ (三熊 1995) は、成功者となる必須の条件である。 
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	 近江 (1996: 313) は、｢文章の場面を思い、同時にその話をしている人の置かれている
場所に自分を立たせ、体を作動させて音読を何度もせよ。次に自分の方に話を引き寄せて

語るなどの一連の変身劇を行ってみよ」と述べているが、成功者なら誰もが通ってきた道

筋を、今一度語彙指導の観点から見直す必要があろう。 
 
論考のまとめ 
	 本論文では、コミュニケーションに必要な語彙力を高めるという観点から、語彙量と語

用能力を中心とした語彙指導の問題点を議論してきた。特に後半の議論を通じて明らかに

なったのは、語句の指導に終始する「語彙指導」にとどまっていては、学習者の語彙には

ならない、というやや皮肉な結論である。学習者の語彙とは固有の容量を持った入れ物で

ある。容量をどうするかはもちろんだが、学んだ語句がそこにきちんと収まり、適切に出

し入れできるような指導や学習のあり方が模索されなければならない。これが英語コミュ

ニケーション時代の語彙指導における 大の課題である。 
 
 
注 
	 1)  馬本 (1996b) を参照。 
	 2)  分析のためにコンピュータに入力した中学校教科書は以下の７種類 21 冊である。
入力箇所は各レッスンの本文、レッスン以外の読み物・詩である。練習問題 や、物語と詩
を除く付録の部分は含	 まれていない。 (	 ) 内の記号は本論文中で用いた教科書の略称、 
(総) (異) に続く数値はそれぞれ各社教科書３冊分の総語数と異語数を指す。 
	 	 Columbus English Course 1,2,3. (CE)  (総)  7,910 (異) 1,379 
	 	 Everyday English 1,2,3. (EE)  (総) 10,268 (異) 1,629 
	 	 New Crown English Series 1,2,3. (NC)  (総)  8,230 (異) 1,517 
	 	 New Horizon English Course 1,2,3. (NH)  (総)  8,158 (異) 1,363 
	 	 New Total English 1,2,3. (NT)  (総)  8,043 (異) 1,339 
	 	 One World English Course 1,2,3. (OW)  (総)  8,278 (異) 1,214 
	 	 Sunshine English Course 1,2,3. (SE)  (総)  8,378 (異) 1,540 
上の数値は規則変化をする名詞の複数形や動詞の過去形も別々の語 (異語) として扱われ
たものであり、指導要領の「不規則変化の名詞・動詞を異語とする」立場 と異なるため、
1,426語という平均値が 1,000語程度までという規定をまるで無視したものとは言いがた
い。しかしコンピュータ分析の対象に含まれていない絵入りリストや付録が非常に多いこ

とを勘案すれば、1,000語程度という語数制限の妥当性はやはり疑問である。 
	 3)  リストによる学習は全く無意味ではない。しかしコミュニケーションを目的とした
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場合、多くの学習者が誤解しているようにそれだけで学習を終えたと見なすのは問題であ

る。 
 
* 本論文の後半部分は、第３回日本児童英語教育学会中国地区研究会 (1994 年 10 月 16
日	 広島ＹＭＣＡ) における研究発表「語用論の観点からみた英語教材：児童英語と学校
英語の連携について｣､および第１回言語文化研究会 (1995年 12月 9日	 大妻女子大) に
おける講演「マルチメディア語彙学習：ひねくれ者のシネマ・ボキャビル」の内容をまと

めたものである。 
 
* 本論文中で用いた中学校教科書分析のデータは平成７年度比治山大学現代文化学部学内
共同研究「英語の語彙・語法の総合的研究」 (代表 高橋 久教授) の一環として作成した
ものである。コンピュータによるデータ分析は比治山大学 高橋 久先生のお手を煩わせた。
入力作業にあたっては、比治山英語勉強会のメンバー (大学在学生・短期大学卒業生ほか) 
多数の協力を得た。紙面を借りて厚くお礼申し上げる次第である。 
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[ 4 ] 

語用論の観点から見た語彙指導の研究 
―マルチメディア・ディクショナリーの試み― 

 
 
はじめに 
	 英語によるコミュニケーション能力の構成要素として、語彙項目 (語・句・構文など１) ) 
の適切な使用能力が不可欠であることは言をまたない。ここで言う「適切さ」というのは

もちろん語彙項目が使用されるコンテクストにおいての適切さである。言語使用者には、

コンテクストに相応しい語彙項目を選択し、相応しい方法 (例えば音調) で自分の意図を
伝える能力、あるいはコンテクストに合致した意味理解を図る能力が求められる。本論文

ではこうした力を「語用能力」と呼ぶ２)。 
	 コンテクストと密接に関わる話者の意図を扱う語用論の研究領域のうち、特定の語句が

用いられやすい場面特性や言外の意味の問題には語彙的な要素が大いに関わり、ここに語

彙指導との接点を見い出すことができる。近年、指導法 (例えば Lexical Syllabus, Lexical 
Approach) や学習辞典において、コンテクストを強く意識した語彙項目の扱いが主流とな
っている。本研究はそうした流れを受け、コンテクストを伴った語彙項目の提示とドリル

によって「語用能力」の向上を図る指導ツール「マルチメディア・ディクショナリー」開

発の基本的な考え方 (可能性と限界) を議論するものである３)。 
 
語用論と辞書 
	 1995 年に相次いで出版・改訂された学習英英辞典 ([CIDE], [COBUILD], [HEED], 
[LDCE], [OALD]) では、膨大なコーパスに裏付けられた言語使用の実態分析をもとに、
定義 (用法説明) やレーベルの中で、話者 (あるいは聞き手) の心的態度に関する語用論情
報を多く掲載している。日本で出版・改訂が相次ぐ学習英和辞典 ([College], [Genius], 
[Global]など) についても同様のことが言える。 
  用法説明の例では、[LDCE] の "all right" の項に列挙された説明の内の "used when 
agree-ing to do something or to allow something, even though you do not want to" とい
う記述、あるいは [College] の「同意が不承不承の場合も含み、それは声の調子・表情な
どに現れる」という説明などが挙げられる。レーベルの例では [OALD] "nice" の項の 
(ironic) 、[Genius] の[皮肉的に] のような表示は、本来の語義とは逆の心理を表す場合が
あることを定義・訳語を補う形で示している。また、その語が良い意味で用いられるか悪
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い意味で用いられるかを区別した表記、例えば [CIDE] の approving / disapproving、
[OALD] の  (approv)  / (derog) 、 [COBUILD]の  showing approval / showing 
disapproval、[Genius] の [ほめて] / [けなして]、[College]の (よい意味で)  / (悪い意味
で)  などは実際の使用の目安として大きな意味を持つ４)。差別的な語への配慮を示す 
[Genius] の (侮蔑) 、[OALD] の (offensive) , (sexist)  などの表示も同様に役に立つ。 
	 説明の形にせよレーベルにせよ、語の伝えうるニュアンスや、場面に適した表現選択の

参考になる情報は、母国語話者ならば無意識のうちに身につけているのであろうが、外国

語学習者が発信のために辞書を利用する場合には「どれほどあってもあり過ぎることはな

い」 (東 1980: 57) と言っても過言ではないだろう５)。 
 
語用論の観点からみた辞書の用例 
	 辞書の語用論情報に加え、語用能力の向上に不可欠なのが具体的な使用例である。用例

は「辞書の生命」 (松本ほか 1996: 16) 、語彙学習の "integral part" (Fox 1987: 137) と
も言われ、その重要性は疑う余地がないが、それは学習者が言語使用のモデルとして模倣

の対象とするという一面を持っているからである。学習者は定義よりもまず用例を見るこ

とが多いという調査結果もある ([COBUILD]: xxii) 。このため辞書の編集の際には用例の
採集・選定・作成６) に格別の注意が払われるが、語用論の観点からはさらに前進させたい
点もある。辞書の文字用例には限界があるのである。 
	 まず音声面の欠如が挙げられる。Moon (1987: 95) は、文字コーパスの欠点としてイン
トネーションの欠如による「意味の特定」の困難さを挙げ、Lewis (1993: 83) も pragmatic 
meaning を伝える上でのイントネーションの重要性を指摘している。矢印でイントネー
ションを表記した辞書 (例えば[Genius]) もあるが、コンテクスト中での語彙項目のあり
方を問題にするとき、矢印記号で示すことのできるイントネーションに加え、声の質や大

きさ、話すテンポや息づかいなども、重要な音声情報として利用したい。 
	 コンテクストを「言葉を取り巻く全ての状況」として捉えると、言語外情報の重要性を

無視するわけにはいかない。顔の表情・姿勢・動作・服装・周囲の状況など、視覚的に捉

えることのできる情報で「言葉よりも雄弁」 (Stempleski and Tomalin 1990: 4) なもの
はいくらでもある。コンテクスト中での語彙項目の意味を伝える用例に、こうした言語外

情報を含めない手はない。 
	 メッセージの受け手に関わる情報も重要である。発話が相手に与える語用論的な効果を

示すには、話者の発話だけでは不十分である。ひとつの用例の情報量をどの程度にするか、

すなわち言葉のやりとりをどれくらい多く含めるかという「用例幅」が問題になる。従来

の学習英英辞典は (対話例が増えつつあるとはいえ) 、現在のところ文単位の用例が多く、
学習英和辞典の場合は連結を示す句にとどまっている用例も多い。語用論の観点からは、
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対話者相互の言葉のやりとりをより積極的に取り上げる必要があると言えよう。 
 
動画用例をめぐって 
	 この節では、以上述べてきた文字用例の問題点を解決する動画用例の可能性を探ってみ

たい。文字情報のみならず、音声・映像を伴った用例集の作成が普通のパソコンで可能と

なった今日、筆者は映画の中からマルチメディア・ディクショナリーのための用例収集を

続けている７)。映画は「人間関係に立脚した英語」 (新田 1994: 16) の宝庫であり、語用
論の観点から用例を集めるのに好都合である上、学習を促進する上で極めてインパクトが

強い。 
	 以下で用例の「情報量」をめぐり、「用例幅」 (言葉そのものの量的な広がり) 、「発話
の様相」 (コンテクストの質的な広がり) の両面から、音声・映像をデジタル化した動画
用例のあり方を辞書の文字用例と対比させながら具体的に検討する。 
 
 (a)  用例幅 
	 実際の発話で用いられる語彙項目のニュアンスは、相手とのインタラクションによって

醸し出されるという面を持つ。例えば、[COBUILD] の "actually" の項に、次のような
定義と例文が与えてある。 (下線部は筆者。以下同じ)  
    You use actually to indicate that a situation exists or happened, or to emphasize  
  that it is true or correct, especially when its existence or truth is surprising.  
      One afternoon, I grew bored and actually fell asleep for a few minutes...  
      Although she trained as a marine biologist, she actually studied botany at  
    university...  
      Interest is only payable on the amount actually borrowed...  
      The appearance of my body is actually awful. 
定義中の "surprising" の気持ちを感じとるには、辞書例文を読む側にコンテクストの推
測力が必要なことが分かる。次に「マルチメディア・ディクショナリーのための動画用例

集」 (以下単に「用例集」と呼ぶ) から、この語義に相当する例を紹介する。 
 
    動画用例 (1) 	 Anne of Green Gables より         
 	 	 A: That was a delicious dinner, Miss Cuthbert.  
 	 	 B: Oh, thank you, Miss Stacey.	 Anne actually made this plum pudding herself.  
 	 	 A: Oh, really?  Well, I can hardly wait to taste it. 
 
    動画用例 (2) 	 Backdraft より 
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     A: So, what have you been up to?  
     B: Well, um, I work at City Hall actually. 
     A: No kidding?                   
     B: No.                               
     A: That's great!                   
 
動画用例 (1) では "Oh, really?"、 (2) では "No kidding?" "That's great!" という相手の
反応が示されることによって、"surprising" の気持ちを裏付けている。話し手・聞き手の
心理状態を定義中に含める際、用例も相手の反応に言及すべきである。ただ上でも触れた

ように、辞書利用者に例文からコンテクストを (逆に) 推測する力があれば解決する問題
でもある。 
	 もちろん相手の反応を辞書の文字用例に追加して用例幅を広げることも可能であり、実

際、学習英英 (英和) 辞典に対話型の用例は増えてきてはいるが、紙面の関係からか十分
とは言えない。そこで「用例集」では、全てのエントリーに対する用例を対話型にしたが、

単に対話型というだけで全てが解決するというわけでもない。[COBUILD] の "actually" 
の項から、次の語義と例文を見てみよう。 
    You use actually when you are correcting or contradicting someone.  
      No, I'm not a student. I'm a doctor, actually...   
      'So it's not a family show then?' 'Well, actually, I think that's exactly what it is.' 
２つめの例文は対話型ではあるが、やはり辞書利用者のコンテクスト推測力が問われる。

同じ語義に分類されると思われる動画用例を「用例集」から拾ってみる。 
 
    動画用例 (3)   Back to the Future より 
     A: Calvin?  Why-- Why do you keep callin' me Calvin? 
     B: Well, that is your name, Isn't it? Calvin Klein?  It's written all over your  
        underwear.  Oh, I guess they call you Cal, huh? 
     A: No, actually people call me Marty. 
 
    動画用例 (4) 	 L.A. Story より 
     A: Hello. 
     B: Hello. 
     A: You're on time. 
     B: Actually I'm late. 
     A: You're exactly on time. 
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     B: But I had planned to be early. 
 
"actually" の持つ "correcting or contradicting" のニュアンスは、何を否定しているのか
という情報が分からないとうまくつかめない。例えば動画用例 (3) では、相手 (B) が (A) 
を Calvin と呼び続けており、挙げ句に「Cal と呼ばれているんでしょう」と訊ねる状況
が前提となる。動画用例 (4) も、 (B) の意図とは違う到着時刻だったという情報が必要
である。これらは (動画用例 (1) (2) もそうであるが) 一回きりの応答だけでなく、話し手
→聞き手→話し手→聞き手→・・・と続く言葉のキャッチボールが意味理解の上で必要な
例と言えるだろう。 
	 言うまでもなく、動画用例 (1) ～ (4) に含まれる言語外情報は豊富であり、 (1) (2) の
"actually"を聞く側の発話は驚きの表情と音調を伴っているし、 (3) (4) で "actually" を
発する側は、やや控えめな様子が見て (聞いて) 取れる。この点については次の節でも議
論する。 
 
 (b)  発話の様相 
	 文字情報だけではコンテクストがつかみにくい場合でも、視聴覚情報 (言語外情報) の
助けによって容易に把握できる場合がある。例えば  [CIDE] の  "cute" の項には 
"charming and attrac-tive" という好ましい意味のほかに、"wishing to seem clever, 
sometimes in a rude or unpleasant way" という好ましくない気持ちを表す語義と 
"Don't be cute with me, Vicki." という例文がある。この例文の場合、何がどの程度 
unpleasant なのか知る由もないが、次の動画用例の場合、ある程度それが明らかになる。 
 
    動画用例 (5) 	 Curly Sue より 
	 	  A: That was an accident.  I'm sure when you got into bed, you scared the living  
        hell out of Curly Sue. 
     B: Curly Sue?  Oh, that's cute!  What is she?  The lost Stooge? 
 
この発話の直前に話者 (B) が Curly Sue という女の子に顔面パンチをくらう場面が映
し出され、"cute" と発話する際の顔の表情や音調から、Curly Sue に対する憎々しげな様
子がよく伝わってくるのである。 
	 同じ様な例に "clever" がある。[OALD] には " (infml derog)  quick and sharp with 
words,in a way that is considered annoying or does not show respect" という定義とと
もに、"Doas you're told and don't get clever with me!" という例文が取り上げてある。こ
の例も cuteの場合と同様、"clever" を発する際の話者の様相がつかめない。これが動画用
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例だと以下の例のように、相手を "clever" と呼ぶ根拠はもちろん、批判的ににらみつける
様子から、annoying の気持ちを推し量ることができる。 
 
	 	 動画用例 (6)   Anne of Green Gables より 
     A: Why did you turn your back on me at the Christmas Ball? 
     B: Anne, that was over a year ago. 
     A: It was a deliberate humiliation. 
     B: And I knew exactly what you were thinking too, Anne Shirley. 
        Look, can we be friends now? 
     A: Why don't you figure it out if you're so clever. 
     B: Anne, wait a minute. 
 
	 こうした用法については「反語的に用いられる可能性の強い語ではそのことを[辞書に]
明示すべき」 (東 1980: 60) という主張もあり、cut, clever のほかにも fine や nice な
ど、反語用法が一般化した語彙項目については、各辞書がレーベルや説明に紙面を割いて

いる 8)。辞書記述にいたるまで広く認知されていない語は、例文だけのケースもある。

[CIDE] "intelligent" はそうした例である。 
    (humorous)  "I've just locked myself out of my car." "That was intelligent of you!" 
 
辞書の用例の役割として「語義説明では十分に表し切れない含意などを含めた記述」 (竹
林ほか 1989: 30) という側面もあるが、特にコンテクストの影響で微妙な意味を生むなど
語用論的に問題となる用法は積極的に取り上げたい。上の文字用例も、コンテクストの理

解は容易だが、次の動画用例のようにけんか腰の場面で用いられると、一層皮肉であるこ

とに疑いの余地はなくなる 9)。 
 
	   動画用例 (7)   Field of Dreams より 
	 	  A: I experienced the sixties. 
     B: No, I think you had two fifties and moved right on into the seventies. 
	 	  A: Oh, yeah?  Well, your husband plowed under his corn and built a baseball  
	 	 	 field. 
     B: Now, there's an intelligent response. 
     A: The weirdo. 
 
	 辞書に取り上げられてはいないが、「用例集」に皮肉の例はたくさんある。３つだけ例を
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挙げてみる。 
 
	 	 動画用例 (8)   Guilty as Sin より 
	  (自分を殺人犯として陥れようとする手紙を見て)  
     A: Here's a copy of the letter she sent to the State's Attorney's Office. 
     B: Beautiful.  According to her, I may as well have taken an ad out in the  
      Chicago Trib. 
 
	 	 動画用例 (9)   The Assassin より 
	  (爆破と知らされずに任務を終え、その成果を評価されて)  
     A: How are you? 
     B: Just blow up a hotel, how, how do you think I am? 
     A: Well, everybody at headquarters, especially Kaufman, is, is very happy,  
        and I just thought you'd like to know that. 
     B: Fabulous. 
 
 (8) の (B) は口を歪めて "Beautiful." と言い、 (9) の (B) は怒りをこめた表情で 
"Fabulous." を発する。話者の真意が文字どおりの良い意味でないことは一目瞭然である。
上の２例とは逆に、通常悪い意味で用いられる語が、良い意味で用いられる場合もある。 
 
	 	 動画用例 (10)   Back to the Future より (石田 1995: 32-33)  
	  (母親の思い通りに育っていないと言う彼氏に)  
     A: She's just tryin' to keep you respectable. 
     B: Well, she's not doin' a very good job. 
     A: Terrible. 
 
この例のように、微笑みながら "Terrible." と言うことで、むしろ相手に対する好意が感
じとれる。 
	 以上取り上げてきた反語の例は、いつも逆の意味で用いられるわけではなく、その文脈

に大きく左右されるため、レーベルなどによる明示的な説明はそぐわない面もある。また、

意味理解を左右するコンテクストは、視聴覚的な情報を通じて感知される場合が多いこと

から、動画用例による学習が相応しいとも言えるだろう。 
	 皮肉に伴う発話の様相には慣習的なところがあり、実際のコミュニケーション、特に母

国語の場合は「瞬時に理解される」 (橋元 1989: 56) と言ってもいいだろう。しかし外国
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語の場合「微妙な機微が見えない」 (新田 1994: 14) 場合も多いため、発話の様相を伴っ
た言語体験の蓄積によって学んでいく必要がある 10)。 
 
用例の提示から発信のための練習へ 
	 マルチメディア・ディクショナリーの学習ツールとしての可能性は、デジタル情報を処

理するコンピュータの機能に負うところが大きい。具体的には検索が早い点と、繰り返し

に手間がかからない点に尽きる。この利点は提示と反復練習で力を発揮する 11)。地道なド

リルは「コミュニケーション」の台頭とともに影を潜めてきた感があるが、口頭でのドリ

ルの存在意義は失われたわけではない。Lewis (1993: 159) は次のように述べている。 
	 	 'Feeling' a pattern in the mouth, as well as in the ear and mind is almost  
	 	 certainly helpful, even if we do not know precisely how.  Oral drills -- even if  
	 	 involving rigorously patterned single sentences -- should have a part to play. 
繰り返し口頭でドリルを行い、暗誦・模倣を続けることの効果は数々の英語の達人が認め

ている (田邉 1995) 。動画用例は 小単位の暗誦・模倣モデルとして大いに活用法が議論

されるべきであろう。 
	 語用論の観点からは、口頭練習に次ぐロールプレイ、状況を替えて行うドリルも重要で

ある。対話型の動画用例はそのままロールプレイのモデルとなるが、単に言語形式だけの

模倣にとどまらず、音調・表情・ジェスチャーなど、言語外要素への配慮は不可欠である。

さらに学習者が新たなコンテクストを創造し、言語外要素を含めた練習が可能である。

Lewis (1993: 128) は、 
	 	 It may be made more interesting than the traditional drill by asking students to  
	 	 say the same phrase aggressively, confidentially, doubtfully, or even while suck- 
    ing a Polo mint. 
と述べ、同じ表現形式でも声の調子や顔の表情などを変化させ、語用論的な意図を微妙に

変えていく練習を提案している。この活動はコンテクストを創造し、その場に適した方法

で語彙項目を使用するためのドリルと言えるだろう。 
	 ドリルの対象となる用例収集を学習者の活動として位置づけ、思い出の映画や好きな俳

優が登場する映画から収集すれば、学習意欲の向上につながる。自ら集めた用例への思い

入れは学習者自身の「学習コンテクスト」を創りだし、根気強く学習を続ける動機づけと

なるだろう。 
	 しかし、短く切り取った用例に語用論的な意味の全てを語らせるのは不可能であり、実

際の指導に際しては、各自が作品を通して見る、あるいは教師によるコンテクストの補足

説明が必要となる。もうひとつ注意すべき点は、マルチメディア・ディクショナリーは発

話モデルを繰り返し提示する能力に長けてはいるが、受け身の学習だけでは語用能力は伸
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びないということである。学習者のねばり強い模倣ドリル、そして「自己流の創造」 (田
邉 1995: 13) へと発展させることが必要なのである。 
	  
おわりに 
	 マルチメディア・ディクショナリーの特徴のひとつは、広い「用例幅」を持った対話式

の用例により、語彙項目を常にコンテクストと関連づけて提示することである。これは従

来の「単語を覚える」式の語彙学習からの脱却を意味する。次に視聴覚情報を 大限に活

用することにより、用例が単調な感じを与えないと言う特徴もある。そして繰り返し視聴

し、繰り返し口頭練習を行うためのモデル提示に強いという利点を持つ。これは「あー楽

しかった」だけで終わる淡泊な学習姿勢を捨てることに通じる。この点は実は、映画を用

いた英語指導で も注意が必要である。映画の魅力は単に「興味を惹く」だけでなく、粘

り強い学習へ導くために活用すべきであろう。 
	 この「単語」「単調」「淡泊」を抜け出すこと、すなわち「脱三タン」がマルチメディア・

ディクショナリーを支える語彙学習の基本原理と言えそうである。 
 
 
注 
	 1) 語彙指導の守備範囲は単語・熟語にとどまらず、さらに大きな単位を含む傾向にある 
(Lewis 1993, Willis 1990) 。例えば Nattinger & DeCarrico (1992) の lexical phrase の
うち、sentence builder と呼ばれる分類には、"not only X, but also Y", "the ...er X, the...er 
Y" などいわゆる「構文」の概念に近いものも含まれている。 
	 2) 本論文では、"pragmatic competence" のうち、主に語彙項目の使用に関わる能力を
「語用能力」と呼ぶ。"pragmatic competence" は "the ability to use language effectively 
to fulfil intentions and goals" ([COBUILD]: xxxiv) , "it [pragmatic competence] involves 
the relationship between particular, conventionalized forms and their associated 
func-tions in context." (Nattinger & DeCarrico 1992: 15) といった説明からも分かる通
り、言語形式とそのコンテクスト中での機能を軸とした言語使用能力と言うことができる

だろう。なお、その能力を研究対象とする pragmatics の訳語として「語用論」を用いる
ことについては、立川・山田 (1990: 149) が「発話の単位はいうまでもなく文であり、語
ではない」ので「この訳を単語の用い方の研究という感じを与えるがゆえに好まない」と

述べ、安井 (1988: 144) も、語用論よりは「文用論」「発話用論」の方が好ましいと述べ
ている。しかし本論文においては、pragmatics の観点から語彙指導を論じる関係上、む
しろ「語用論」を好ましい訳語として扱う。 
	 3) 本論文では (書籍の形態をとる) 紙の辞書を指し示す場合に「辞書」と呼び、コンピ
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ュータ上で動画を扱う辞書を「マルチメディア・ディクショナリー」と呼ぶ。 
	 4) 東ほか (1981: 154) は「厳密にいうならば、すべての語はそれぞれの含意をもってい
るといえるが、基本的なものは人間の持つ好悪・善悪の価値判断であり、言葉遣いでこれ

を正しく表現とまではいかなくてもせめて重大な取りちがえをしないということは社会生

活上の言語使用において必要な条件である」と述べ、LDCE初版の apprec/derog 表示を
「特に有益」としている。 
	 5) 小島 (1994: 149) 、村田 (1994: 10) も学習辞典での語用論的配慮の必要性を説いて
いる。一方で、語用論情報の記載が辞書の仕事かどうかについては議論の余地があろう。

意味理解の約束事を規定したコードとして辞書を位置づけるならば、それを参照し、目の

前のコンテクストに応用して求める言語形式の意味を見つけ出すのは人間の役目である。

所詮辞書は全てのコンテクストをカバーすることなどできないのだから、語用論情報も不

十分な形でしか提供できない、という議論も成立しよう。 
	 特に学習辞典にとっては『新クラウン英和辞典』の編者河村重治郎が「学習辞典のもう

一つ大事なことは、学習者が読んでできるだけ抵抗のないものにするってこと。つまり辞

書の記述の中にいろんな約束をもちこんじゃいけないってことですよ」 (田島 1994: 160) 
と述べるように、余計な情報はかえって学習者の負担を増すという側面もある。Lewis 
(1993: 62) も指摘しているが、明示的な説明を通して得た知識は発信能力の向上を必ずし
も保証しないという点は一考に値する。 
	 6) コーパスを利用した英英辞典の間でも、もとのコーパスからどのように用例を切り取
って辞書に掲載するかは、辞典によって方針が異なるようである。 
	 "Some examples are taken direct from the corpus; some have been changed 
slightly from the corpus to remove difficult words; and some have been written 
specially for the entry." ([LDCE]: xvi)  
	 "The majority of the examples in the dictionary are taken word for word from 
one of the texts in The Bank of English. Occasionally, we have made very minor 
changes to them, so that they are more successful as dictionary examples." 
([COBUILD]: xxii)  

	 7) 動画用例の収集は、求める語彙項目を文字データから検索し、動画を検索・保存する
方法 (①～③) 、視聴の際にその都度気になった表現を集める方法 (③) の両者を並行して
行っている。具体的には①キャプション・データベース (映画のクローズド・キャプショ
ンをテキストファイルとしてコンピュータに取り込んだ文字データベース。映画のどのあ

たりでその台詞が使われたかを示すタイムコード付き) の作成→②キャプションデータベ
ースから任意の語を検索。タイムコードをもとにその語が用いられた場面をレーザーディ

スクから検索→③前後の発話を含めた動画用例をクイックタイム・ムービーのファイル 
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(１ファイルあたり 10～20秒、平均約３Ｍバイト) としてハードディスクに蓄積、という
手順を経る。 
 
  

         キャプション・データベース 
 

            	 	  
 
            	 	  
              ① 
            	 	  
            	 	  
            	  
              	  

   
 
 
② 
 
 
 
 
 
 
③ 

 
  パソコン (NEC PC-9821Ce) ・エディタ (VZ)  
 
  キャプション・デコーダ (Limex LCD-3000)  
  レーザーディスク・プレーヤ (Pioneer CLD-K33G)  
  

            映画レーザーディスク	  
 

  
            	   
                	 	 レーザーディスク・プレーヤ (Pioneer CLD-PC10)  
 
            	 	   	 マルチメディア・パソコン (Pioneer MPC-GX1)  
 
            	 	 	  
            	 	 	  

 
	           動画用例データベース 

 
 
 

 
なお保存した動画用例の検索は、コンピュータ画面上にアルファベット順に配列したフォ

ルダ (ひとつの語彙項目について複数の用例ファイルを集めたもの) のアイコンをクリッ
クするという単純な方法で行っている。訳語や機能別に見た検索方法も模索中である。 
	 8) 辞書に「皮肉で用いられる」という語用論情報が示されると、その語彙項目を発話や
解釈で用いる際の指標にはなるが、皮肉の「痛烈さを失う」 (安井 1978: 158) という面
は避けられない。その結果、話者が使用を避け、やがては皮肉としての用法は影を潜めて

くる、という新たな語用論的現象も起こりうる。この点も明示的な説明の限界として挙げ

ることができようが、どこまで説明をするべきか (辞書に載せるべきか) といった議論を
深める必要があるだろう。 
	 9) Grice (1975) 流に「 (B) の発した"intelligent"という言葉は、真実でないと思ってい
ることを口にしているわけだから皮肉だ」とか、Leech (1983) 風に「 (B) が"intelligent"
と言っていることは相手にとっては礼儀にかなっており、それでいて明らかに真実ではな

い。従って (B) が本当に意味していることは、相手にとって無礼なことであり、しかも真
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実である」といった分析的な思考過程を経て話者の「皮肉」を理解することは希であろう。

意味理解のメカニズムを解明しようとするこのタイプの語用論研究を「英語教育に応用」

しようとする向きもあるが、実際の言語 (特に外国語の) 使用能力を高めることと、語用
論の公式を覚えることは別であることを我々英語教師は肝に銘じておきたい。 
	 10) 柳瀬 (1992: 158) は「学習者は、エピソードによって従属的に感知した地平、問題
空間、視線、態度のありように似たものを感じたときにその語彙を使う」と述べているが、

明示的な規則よりも良い意味での「あいまいな」経験則の働きを強調したこの主張は、「経

験的」に正しいと思われる。動画用例は、ここで言うエピソードを伴った語彙項目の蓄積

に一役買うものである。 
	 11) 田邉・馬本 (1994: 17) はコミュニケーション能力を高めるための語彙指導がカバー
すべき段階として「提示」に続いて「練習」を挙げている。Lewis (1993: vii) は、
Present-Practice-Produce から Observe-Hypothesise-Experiment へ学習のパラダイム
を転換すべきだと述べているが、必ずしも練習の不必要性を意味しない。 
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[ 5 ] 

語用論アプローチとマルチメディア 
－語彙指導の新たな視点－ 

 
 
はじめに 
	 英語教育において「コミュニケーション」という曖昧な言葉があたかも時代を拓くカギ

であるかのように流行し始めてから随分年月が経過した。だが戦後の英語教育を振り返っ

てみても、コミュニケーションを目指さなかった教育、あるいは指導要領はないという 
 (五十嵐 1994: 27) 。そうすると、結果として目指すものは変わらないが、そのアプロー
チの仕方を変革しようというのが一連の「コミュニカティブアプローチ」ということにな

ろう。ところが、コミュニカティブというかけ声のもと、身近なものを扱った対話教材は

増えはしたものの、その教育効果がめざましかったかどうかは、はなはだ疑わしい。その

理由を探るには、我々の持つコミュニケーション観、あるいは言語観が「旧態依然のまま

ではないか」という問いかけを必要としている。また、「コミュニケーション」という新し

いかけ声の陰で、逆に忘れられてしまった大切なものはないかどうか、という問いかけで

ある。 
	 本稿では、こうしたコミュニケーション教育のあり方の背景にある言語観を捉え直すこ

とに始まり、そこで導き出される「語用論」的なアプローチの必要性を論じる。と同時に、

語用論アプローチを支える「教具」としてのマルチメディアについて、その可能性と限界

を論じていく。 
	 筆者の関心はもっぱら「英語の語彙指導」にある。議論の中心に置かれるのは「いかに

英語の語彙能力を伸ばすか」という点であるが、この点については言語観や学習観の捉え

直しの中で、従来とは異なった語彙指導の「新たな視点」を提供することになるだろう。 
 
コミュニケーション観について 
	 英語教育の分野で論じられてきた「コミュニケーション」は、この言葉が使われ始める

前も後も変わらず、極めて狭い考え方であったと言える 1) 。それは「単語を覚え、文法の

知識で正しい文に組みたて、正しい発音で言えるようにし、あとは実際の場面で使ってみ

ればよい」式のものであった (東後 1993: 26) 。これは、コミュニケーション能力を構成
している下位能力に順位を付け、積み重ねて行くというものであり、わが国の学習指導要

領のバックボーンを形成してきた教育観がそうである、との指摘もある (伊東 1994: 4) 。 
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	 この「積み重ねる」という考え方はある意味で決して間違いではない。そしてそこに立

脚した学習法、例えばパターンプラクティスに代表されるような伝統的なトレーニングを

積むことにより、多くの学習者がコミュニケーション能力をつけたのもまた事実である。

このような従来型の英語教育で扱われる「言語材料」は大雑把に言って、音声、文法、語

彙の３つの要素からなる。少なくとも現在の英語教育学、あるいは英語科教育法の枠組み

はこの図式があてはまる 2) 。これは音韻論、統語論、意味論といった言語理論の発展に伴

う形で分化された教育的要素と言ってもいい。榊原 (1985: 93) は、 
 
	 	 従来の言語学などでは、言語音声を分類し、単語を分類し、文を作る規則を分類した 
	 	 のである。それが従来の音韻論、意味論、文法 (シンタクス) 論だったと思うのであ 
	 	 る。その分類学的言語観の上に、外国語教育の方法論が構築されたのである。それら 
	 	 の要素別に分類された音を、単語を、文の規則を、煉瓦積みのように論理 (?) 的に積 
	 	 み上げてゆくのである。このような言語観の上に、無数の外国語教育のカリキュラム 
	 	 が作られたのである。 
 
と述べ、分類学的な言語観で外国語学習を組み立てていく論理にクエスチョンマークを付

けている。 
	 この「クエスチョンマーク」については、「学習者にはその有用性がいまひとつはっきり

しない操作的な学習に終始しがち」 (伊東 1994: 4) であり、「大部分の人は、これまでの
結果にもの足りなさを感じ」 (東後 1993: 27) ていた、との指摘もあるように、従来の学
習観に限界が見えてきたことと関係があるように思われる。 
	 その限界のひとつに、上のような手順で分析的な単位から作り出された発話が、言語形

式としては完璧であっても、ある文脈では適切でないためにうまくコミュニケーションが

とれない、というケースが考えられる。例えば、外国人教師に質問に行って、"I want to ask 
you a question."というほとんど命令に近い程の意味あいを持つ表現で「お願い」すること 
(池上 1991:50) や、大人同士の会話で口にすることなど考えられない"How old are you?" 
(東後 1993: 20) が横行しているなど、文法的には何ら問題はなく、初学者が何度も繰り
返して練習する表現であっても、実際の場面で用いるには問題の多い表現が英語教育の現

場にあふれているという事実である。 
	 こうした領域にスポットを当てるべく発展してきた言語研究の一分野が「語用論」3)  で

あり、コミュニカティブアプローチは語用論の理論に大きな影響を受けて導入されてきた

はずであった。 
	 ところが語用論そのものも発展途上の研究分野であり、また「コミュニカティブ」とい

う言葉も (本質を忘れた) 「会話練習」や「身近な事柄」といった、お手軽なものにすり
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替えられてしまったことから、本物のコミュニケーション能力を育てるために必要なもの

はまだまだ模索段階にある、ということも否定できない。 
 
語用論と言語教育 
	 「コミュニケーション」をかけ声に終わらせないためには、「語用論」が本来明らかにし

ようとしている「言語使用者としての人間」あるいは「人間の営みとしての言語」の問題

を的確につかみ、言語教育への応用を試みる必要があると思われる。 
	 語用論の定義は一定しておらず、概念規定が曖昧なままである (Levinson 1983) 。ただ
「発話の意図と解釈」を扱った学問であることは間違いない。またそれは常に「場面や状

況」とともに研究されるべきものである。現在幅広い領域にわたって研究が進められてい

る語用論であるが、その基礎となる代表的な理論としては、Austin (1962) 、Searle (1969) 
らの「発話行為」の研究、Grice (1975, 1978) に始まるとされる「会話の含意」の研究が
ある。また Sperber and Wilson (1986) による「関連性理論」は「場面への関与性をめぐ
っての人間の認知的な営みという点にすべてを収斂させることができる」 (池上 1993: 4) 
ことを示す発話理解の理論であり、現在 も有力な語用論理論とみなす学者もいる (三浦 
1994) 。 
	 Mey (1993) によると、語用論はこれまで他の言語理論の「ごみ箱 (waste-basket) 」的
な存在として、行き場のない問題を扱ってきたのであるが、その性格上、統語論や意味論

といった言語学を構成する一構成要素としての言語理論ではなく、全てを覆う「傘 
(umbrella) 」の役目を担ってくるものと思われる。 
	 「傘」という概念を言語教育の場に持ち込むとなると、語用論的側面は従来の要素すべ

てに関わるものとして扱う必要がある。これまで述べてきたような論法に従うと、まず音

声、文法、語彙といった要素が積み上がった上に、さらに発話の意図なる要素を積み上げ

るのではなく、全てを統合的に扱う方向性が必要だと考えるのである。 
	 この点から「語彙指導」の問題を振り返ってみると、単語や熟語そのものを単独で扱う

のではなく、音声と共に、文法 (統語ルール) と共に、そして場面における発話の意図と
共に、全てを総合的に組み立てていく必要があるということになる。このように、実際に

使用される言語の姿を言語教育の場面に 大限取り戻すこと (分析的学習を全く排除して
しまう、というわけではない) により、初めて「使用者としての人間」の問題を扱うこと
ができるようになるのである。 
	  
語用論アプローチ：その学習観をめぐって 
	 本論文で論じていく「語用論アプローチ」は、以上のような観点から提案される。一言

で言うと「コンテクストにおける発話の意図および解釈を重視した指導」ということにな
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る。繰り返すようだが、個々の言語要素を積み重ねてようやく言語使用にたどり着く、と

いう方向ではなく、常に言語使用から始めるのである。 
	 語用論アプローチによって語彙指導を行う際、常に場面からスタートすることが大切で

ある。語の使用を必ずコンテクストに結びつけなければならない。できるだけ自然なコン

テクストを教室に持ち込むためには、映画の利用が効果的である 4) 。もちろん映画を用い

た指導は決して目新しいものではないが、そこに含まれるコンテクスト情報を活用したイ

ンプットと 5) 、理想的なアウトプットモデルとを「 大限に」利用できる教材と考えるこ

とができる。 
	 ここで問題にするコンテクストの概念は極めて広い。場面、社会的状況、文化的背景・

知識、前後関係、身ぶり、表情、視線、音調、声の大小、間、など、言葉を取り巻く「全

て」をコンテクストとみなしている 6) 。それを頼りに話者の意図を理解し、さらに自分が

そういう意図を伝えるときの言葉を、「言葉以外」のものも含めて「真似て使おう」という

学習方法なのである。 
	 発話を理解する際、言語形式だけに注意を向けていたのでは困難な場合がある。例えば

「皮肉」のように、語そのものの持つ意味とは逆の意図を伝える場合があるからである。

その理解を可能にするのは周りの全コンテクストであるから、映像により、音声により、

複数の感覚を動員する必要がある。 
	 例えば、子供っぽい振る舞いをする相手に向かって"You've certainly matured."と言っ
たり、口げんかをしている相手に対して"Now, there's an intelligentresponse."などと言う
とき、"matured" "intelligent"という言葉は辞書通りの意味ではなく、その場の状況から
皮肉の意図を持った言葉ということがわかる。 
	 ではこうした言語形式がなぜ皮肉になるのか、といった問題は、語用論研究の一環とし

て進められている (Grice 1975, Sperber and Wilson 1986, 河上 1986,1993a,1993bなど) 
が、言語教育の現場で問題にすべきは、ある言語形式に辞書が与えた意味とは異なる意図

を伝えうる、という現実であり、そのときに言葉と共に用いられる「言語外」の要素の存

在である。つまり、その「言語外」の要素がある特定の表現と結びついて「語そのものが

持つ辞書的意味」から離れていく、というダイナミックな言語の本質なのである。 
	 語用論アプローチの目的は、「コンテクスト」と「ことば」を結びつけて身につけること

である。言い換えれば、言語形式とその (本来備わっているとされる) 意味 7)  をただ闇雲

に結びつけるのではなく、コンテクストとの関わりで理解し、使う、ということである。 
	 これはある意味で非常に人間的な営みを意味する。ある言語形式の意味はこうだから、

と一生懸命に辞書的意味を思い出そうとして発話が中断してしまうことがある。きっとこ

ういうことだな、という「センス」があればもっとスムーズに対話が進むケースも多い。 
語用論アプローチの目指す能力は、相手の言葉に「ピンッ」とくる力 8) 、と言い換えるこ
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とができるかも知れない。 
 
ＬＬ・ＣＡＩ演習：メディアを用いた語用論アプローチの考え方 
	 ここでは語用論アプローチによる実際の授業ではどういった展開が可能か、という基本

的な考え方について論じておきたい。 
	 馬本 (1995c) は次のような手順での教室内活動による、映画ビデオを用いた語用論アプ
ローチの提案を行っている。 
 
  [インプット] 
    [1] コンテクスト (ストーリー展開、顔、声、動作、心情など) の把握 
    [2] 意図 (および語句) の予測 
    [3] ディクテーション 
    [4] 語句の確認と練習 (スペリング、コンテクストにふさわしい発音)  
  [アウトプット] 
    [1] コンテクストの認識 
    [2] 語句の口頭練習 (ストレス、イントネーション)  
    [3] ロールプレイ (身ぶり、表情)  
 
これをさらにコンピュータを用いて発展させようというのが本論考のねらいである。 
	 平成８年度から本学で「ＬＬ・ＣＡＩ演習」という授業科目が開始される。ＬＬとコン

ピュータという総合情報館の 先端技術と英語教育が結びついた「目玉」授業であると担

当者 (筆者) は考えている (が言い過ぎだろうか) 。本論文で論じている「語用論アプロー
チ」は、ある意味でこの授業科目を成功させるカギである。もちろん英語教育一般につい

ての提言になりうることも期待してはいる。 
	 「目玉」のひとつは、コンピュータとＬＬを相補的に利用できる、という点である。従

来のコンピュータ利用の英語学習は、いわゆる物理的な、分析的な「文字言語」を中心に

扱ってきた、と言えよう９) 。デジタル処理を可能とする文字列、これがコンピュータ学
習における言語であった。もちろん様々な映像を取り入れたＣＡＩ教材も豊富であるが、

学習者とコンピュータの交信は、ほとんど「文字の出入力」という形で行われる。音声や

映像が「現実に忠実」な形でコンピュータ上に現れるにはまだしばらくの年月を要するで

あろう。膨大な処理容量を必要とするからである。 
	 ところが、コンピュータの助けを借りなければならない側面がある。それはデジタル処

理によって初めて可能となる検索のスピードと手軽さである。これによって、英語学習に

不可欠な繰り返しの量が確保できる。たとえ「使いながら学ぶ」という原則のもとでも、
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繰り返し「使う」ことは必要であり、そのモデルの呼び出しに要する時間は 小限にとど

めたい。現段階では、コンピュータの検索機能とディスクプレーヤのランダムアクセス機

能を組み合わせることによって、語用論アプローチにおける「模倣・繰り返し」の要素は

充実したものになると確信している。 
	 語用論アプローチは、言葉そのものに止まらず、相手の言葉にピンっとくる「センス」

などという、むしろデジタル処理が不可能な能力の養成を狙っている。そしてそれは、現

実の言語使用体験をある程度生の形で繰り返し体験できるという環境を必要とする。そこ

でＬＬの出番である。ＬＬのオーディオヴィジュアル機能は、コンピュータのデジタル世

界では捉えられないものを補い、語用論アプローチに適した学習空間を創造する。ＬＬ機

器の進歩が、音声や映像において「生の姿をほぼ忠実に」再現することを可能にしたから

である。 
	 忠実に再現された英語空間に浸り続けることが効果的であるのは言うまでもない。しか

し、教室活動という制約の中では、よりインパクトの強い方法で英語情報を提供できれば、

と考える。それが音声、映像、文字を同時に提供できる「クローズドキャプション」付き

の教材である。 
	 ここに、先に述べた「ことば」と「コンテクスト」を結びつける上で、強力な武器とな

る文字が使えるのである。視覚文化に育ち (田邉 1994a) 、視覚中心による英語教育を受
け続けてきた学習者にとって、文字によるサポートがどれほど心強いものであるかは想像

に難くない。 
 
クローズド・キャプションを用いた英語教材 
	 クローズド・キャプション (closed caption) とは、ビデオやレーザーディスクなどの映
像ソフトに埋め込まれており、デコーダという機器によって画面に呼び出すことのできる

英語字幕のことである。この字幕は、LCD-3000 (ライメックス)  や FA-710 (フューテッ
ク) といったデコーダを用いることで、テキストファイルとしてコンピュータに取り込む
ことが可能である (デコーダによってはコンピュータに接続できないものがある) 。 
	 現在は様々なソフトが手に入るが、「レーザーディスクの映画」ということになると、輸

入版のものか、パイオニアのシナリオディスク、ということになる。 
両者の決定的な違いは、輸入版のキャプションは全て大文字であり、セリフを省略してい

る (100％正確な字幕ではない) のに比べ、シナリオディスクは大文字小文字の混合表記で
しかも音声に忠実な字幕となっている点である。輸入版、シナリオディスクとも、一般の

デコーダによって画面上に字幕を表示できるが、特に後者はパイオニア製のＬＤＧ (Laser 
Disc Graphics) 対応のプレーヤで再生すれば、デコーダがなくても字幕が呼び出せ、表示
位置も変化させることができる。このシナリオディスクには初めから日本語字幕が焼き付
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けてある (そうでないものも数点あるが) というのも特徴のひとつである。通常はこの日
本語字幕を覆うような形で現れる英語字幕であるが、字幕位置の変更機能によって、日本

語と英語の並列表示も可能である (が学習に効果的かどうかは疑問である) 。 
	 いずれにせよ、英語字幕の表示、あるいはコンピュータへの取り込みは、映画教材を用

いた様々な試みを可能にした。例えば授業での利用により、聴解力や内容理解の伸びを見

ようとする研究や、データベースの構築による様々な研究である。 
	 聴解力については、伸びる可能性が示唆された (小張ほか 1993) とする見方や、伸びに
貢献したとは言えない (宮本 1991) という否定的な見方もある。内容理解の伸びにしても、
ある程度証明された (小張ほか 1993) とする見解や、効果が確認できなかった (土屋 
1994) という結果など、様々な報告がなされている。これは、保崎ほか (1994: 54) が指
摘するように、キャプションの文字情報は「学習者が音声と同じ速さで読んでいけない」

「読むことに集中してしまう」「文字情報に注意がいくあまり、映像、音声英語の理解過程

に干渉を起こす」などの問題点をはらんでいることとも関係がある。さらに、この種の研

究は、あまりにも大雑把に文字、音声、映像という多次元情報を捉え、ただ単に与えっぱ

なしの結果どうだったかといった、的確なデータなど初めから望むべくもない研究スタイ

ルである場合が多い。同時に、被験者を「均質な」グループに分ける基準も大雑把であり、

学習者個人がどういった場面でどういった情報を必要とするか、といった配慮に欠ける。

また、映画中の発話のスピードや明瞭さの異なる個々の場面に対する配慮も足らない。こ

れでは仮説を強引に支持する論にしかならないのも無理はない。	 いずれにせよ、キャプ

ションによる文字情報を、このような聴解力や内容理解に無理矢理結びつける必要はなく、

寧ろ、コンテクストとの関連でインプットする表現の「定着を促進する道具」とすれば良

いのである。これは、先に述べたように、日本における学習者が文字を頼りにする傾向が

強いことから、もっと強調されてもいい視点である。 
	 さて、後者の「データベース」の研究については、阿部･吉成 (1993) 、吉成 (1993) の
一連の研究や、佐藤 (1994a, 1994b) などがある。コーパスとして利用する場合には様々
な可能性が秘められているが、ここでは、授業に応用する際、どんな点が便利か、という

ことについて、現在筆者が作成中のデータベースの実例を元に論じて行きたい。 
	  
シナリオ・ディスクからのデータ取り込みの例 
	 ここではシナリオ・ディスクから呼び込んだテキストファイルを印字した例を紹介する。

筆者はコンピュータに接続するデコーダとして佐藤 (1994a) が紹介している LCD-3000 
を用いているが、これは FA710 に比べ、時間表示が正確である、という理由による。こ
の時間表示の正確さは、検索の効率化のカギを握る。 
	 以下の例は、映画 The Bodyguard の一場面であるが、ここではボディガードが、命を
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狙われているスター歌手の買い物に同行している。なりふり構わず雇い主の命を守ろうと

するボディガードと、これまでの仕事のリズムを崩そうとしないスター歌手との間には、

お互いに対する不信感が漂っている。 
	  

00:28:25  - Louise, you've got too much great stuff, girl.  
          - Take it all, darlin'. 
00:28:30  Yeah. I'll try this on, yeah. 
00:28:34  Hey, Farmer, you wanna come in here with me just to be safe? 
00:28:50  You probably won't believe this, 
00:28:53  but I have a reputation for being a bitch. 
00:29:01  I didn't used to be. 
00:29:03  But you get known for being a certain way, a way people think you are, 
00:29:08  and pretty soon you get like that. 
00:29:12  Guess you can't help it. 
00:29:19  Oh, so you don't think so! 
00:29:21  - Oh, you're such an expert on famous people, huh?  
          - I've seen a few. 
00:29:26  And you disagree? 
00:29:28  You can be as you choose to be. 
00:29:30  It's an act of discipline sometimes,  
	 	 	 	 	 but it can be done. 
00:29:33  Is that why you never stay with one of your clients?  
          They too undisciplined for you? 
00:29:39  - Or is it that you might start to  
	 	 	 	 	 care about them?  
          - That's right. 
00:29:43  Can't you answer straight just once? 
00:29:47  You're too clever for me. 
          I'm-- I can't keep up. 
00:29:50  Look at me, Farmer! 
00:29:59  You don't approve of me, do you? 
00:30:02  Disapproval's a luxury I can't afford. 
00:30:04  Oh, it gets in the way, right?  
          Don't like your emotions getting to you? 
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00:30:09  Never mix business with pleasure? 
00:30:12  That's right. 
00:30:14  Will you grab that jacket for me, the red one, please? 
00:30:18  I'm here to keep you alive, not help you shop. 
00:30:26  Thanks. 

 
	 セリフの左側に表示してあるのが、ディスクを再生し始めてからの時間である。ある表

現が実際の映画場面でどのように使われているかを知るには、まずエディタかワープロソ

フトの検索機能で求める表現を探す。次に左側の時間表示に基づき、レーザーディスクプ

レーヤーのサーチ機能で場面を探す。すると、どういったコンテクストで用いられていた

表現であるかが、短時間で検索できるわけである (この短時間検索にビデオテープレコー
ダは不適切である) 。 
	 語用論アプローチは「ことば」と「コンテクスト」の結びつきを中心に考える。キャプ

ションのデータベースを用いることで、ある特定の言葉が用いられる様々なコンテクスト

を検索し、学ぶことができる。例えば 後の"Thanks"などは、自分の言いつけを断られた
スター歌手が皮肉を込めて言っている場面であるが、彼女の表情や話ぶりを見ると、悔し

さがにじみでていて面白い。こうした例から分かるのは、"thanks"は必ずしも感謝を表さ
ない、という極めて語用論的な言語の側面なのである。 
	 もちろん語用論アプローチで扱うのは「皮肉」だけではない。文字どおりの意味と意図

との差を示す便宜上、皮肉の例が多くなっているに過ぎない。言葉が文字どおりの意味を

表す場合ももちろん学習の対象になる。ただ場面によって微妙なニュアンスはどうしても

異なるので、コンテクストへの配慮が不可欠なのである。 
	 筆者は現在、上で示したようなデータベースを作成中であるが、この論文が活字になる

頃には映画約 100本分 (約 100万語分) のデータベースが完成しているはずである。 
 
マルチメディアの位置づけ 
	 ここまで述べてきたように、ＬＬ・ＣＡＩ演習で可能となる学習空間は、 近はやりの

「マルチメディア学習」と呼ぶことができるかも知れない。 
	 「マルチメディア」という言葉は、毎日のようにマスコミを賑わしているが、その定義

は定まっていない。西垣 (1994) によると、「デジタルな融合」を軸として、「複数のメデ
ィアの共存」「双方向性」が可能となったメディアということになる。 
	 本学のコンピュータ室のシステムについて言えば、CD-ROM プレーヤーを装備し、音
声を再生でき、動画処理の可能な「マルチメディアパソコン」を用いた「パッケージ型マ

ルチメディア」ということになる。これは狭い意味でのマルチメディアであって、光ファ



 

 59 

イバーを用いた情報通信や、バーチャルリアリティといった仮想現実の世界とはほど遠い

のも事実である。 
	 本学における現有システムの、現時点での限界は、上に挙げた「双方向性」11)  が、学

生用パソコン同士、あるいは教師用パソコンと学生用パソコンの間、という限られたもの

となるという点がひとつである。また「複数のメディアが同居」できるとは言え、動画や

音声処理に関しては、必要とされる膨大なデータ容量に対応できていないため、十分なも

のとは言えない。前者は学内外におけるネットワークの整備、後者は大容量高速マシンの

登場を待つことが必要であろう。 
	 ただ重要な点は、現有システムの整備や技術の進歩が全てを解決できると考えてはなら

ない、ということである。我々はともすればメディアを万能のものと考えがちであるが、

ここは慎重に対処しなければならないだろう。 
	 柳瀬 (1994: 133) は、「テクノロジーは「聞く」環境は整備・向上できても「聴く」こ
とを促すことはできない。「聴く」ためには存在・実存に関わる人間的営為が必要なのであ

る」と述べ、モデルに対して自己を発見し創造できないならば、決して学習者の身に付か

ないとしている。いくらマルチメディアが多感覚に訴える「感性」重視であろうとも、学

習者自身がモデルの中に自己投影していかなければ効果がない、ということである。語用

論アプローチの目的はあくまでも人間同士のコミュニケーション能力であるから、機械と

の対話が充実しても、それだけでは意味がないのである。 
	 もちろん、メディアは情報の「提示」において力を発揮する。コンテクストのある、生

のモデルが繰り返し提示されることをメディアは可能にした。後は学習者の、人間の仕事

である。どれだけそれを吸収できるか、そしてどれだけ発信能力の向上に必要な練習を行

うかは、生身の人間の意識に関わっている。 
	 メディアは提示の繰り返しを保証する。しかし、人間の身体ごとの練習 12)  を保証しな
い。語用論アプローチはその多くをメディアに依存するが、かと言って (よく誤解される
ように) 「スマートに」「かっこよく」英語をマスターできるわけではない。また「楽に」
という姿勢もそぐわない。むしろ、体に染み込んでこそ身に付く「語用論的なセンス」を

問題にするため、「模倣・繰り返し」の要素を抜きには語れないのである。 
  分析的な言語観による機械的な練習に帰れ、と主張しているのではない。「言語使用者」
としての人間的、統合的な言語活動である地道な「まねび」は大いに再評価すべきだと言

っているのである 13) 。 
 
まとめ 
	 本論文で主張する「語用論アプローチ」は、正しい「コミュニケーション観」への移行

と、本来外国語学習に必要とされる「模倣・繰り返し学習」への回帰を組み合わせたもの
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である。ＬＬやコンピュータはその特性を大いに生かしたモデルの提示に絶大な力を発揮

するが、それを生かすも殺すも、学習者 (そして教師) 次第なのである。 
	 語用論アプローチは、英語を「言語使用者」の視点から見直し、取り組むアプローチで

あった。たとえそれが「外国語」であろうとも、言語を分析的に捉えることに終始せず、

総合的に取り込む姿勢が必要である。 
語彙の指導においても、文字どおりの「語彙指導」に満足するのではなく、全コンテクス

トを視野に入れた「意図をもった」表現の指導へと意味を広げて行くべきであろう。 
 
 
注 
	 1) 石井 (1994: 47) はコミュニケーション論の立場から、やや辛口に英語教育の問題点
を次のように述べている。 
	 	 英語教師は、人間の複雑なコミュニケーション活動の問題を扱う際に、その過程を明 
	 	 確に概念化するための努力をしない。多くの場合、発音・文法・語彙の純言語的な局 
	 	 面や聞く・話す・読む・書くの４技能を個別的に扱うだけで十分であると考えがちで 
	 	 ある。しかし、コミュニケーションが人間の内面及び外面の総合的な活動過程である 
	 	 以上、英語教師はその点を明確に把握しながら研究と教育を進める必要がある。 
	 2) 波多野 (1994) の調査によると、日本で出版された英語科教育法関係図書の多くが、
その内容論として「音声」「文法」「語彙」を扱っている。 
	 3) 中谷 (1994: 25) によると、語用論はことばの働き方の種々相を明らかにするもので
あり、その素材となる語や句そのものの研究ではない。 
	 4) McDonald (1991) も"pragmatic approach"のインプットは 大限のコンテクスト情

報を提供するものが望ましいとして、ビデオの利用を理想的な形としている。またビデオ

の選定については言語レベルよりは映像による情報提供の分かりやすさを優先すべきだと

述べている。 
	 5) Ellis (1994) は、コンテクストによる「理解しやすさ」は、必ずしも「語彙習得」を
保証しない、と再三にわたり警告している。本論文で提案する語用論アプローチでは、内

容理解にとどまらないアウトプット活動を重視することで、この点を克服できると考えて

いる。 
	 6) Cook (1989: 10) は談話の構成要素として考慮すべきコンテクストを"the world at 
larage"と述べ、言語そのもののみならず、the mind, the body, society, the physical world 
を含む"everything"であるとしている。 
	 7) ウィトゲンシュタインは言語の使用こそが意味であるとする「意味の使用理論」を唱
えている (土屋俊 1994) が、この考え方はそれほど優勢なものではない。チョムスキー 
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(1975: 418) によれば、意味の使用理論は「文字通りの意味」という抽象的な概念を前提
としない限り成立しえないという。 
	 こうした問題について外山 (1969: 119-20) は、意味はすべてことばを用いる人によって
付与されるという考え方を「行きすぎた」ものと捉え、「ことばに内在する意味」と「聴き

手や読者が了解している意味」の両者を認めている。また、「発話者、作者によって用いら

れることばには固有の意味がある」が「受容者によってニュアンスが付加され、ときには、

新しい意味の代入が行われ」「その両者の場において生ずるのがいわゆる『意味』である」

とも述べている。 
	 8) 相手の言葉にピンッとくる力は、詩の言語に見られるような「メタファー」の理解と
関係が深いように思われる。馬本 (1994) は、メタファーを含んだ言語に繰り返し触れる
ことで、こうした「語用論的なセンス」が養われるのではないか、という仮説を立ててい

る。 
	 9) とは言え、言語研究の分野においては、コンピュータ技術の発達により、言語の様々
な諸相が明らかになったことは否定できない。語の頻度やコロケーション、あるいは用法

の頻度などを示してくれる優れた機械であることは間違いない (Takahashi (1992) を参
照) 。しかし、そこで明らかになるデータは、やはり「分析的な言語」の姿でしかない。
言い換えれば、「デジタル処理の可能な文字言語」という「閉じられた体系」に存在する言

語を処理したものに過ぎない、ということであり、様々なコンテクストを問題にする語用

論アプローチの資料としては限界がある、ということである。 
	 10) ちなみにＬＤＧ対応のプレーヤにデコーダを接続し、シナリオディスクを再生する
と、２つの英語字幕 (英語は同じものだが、文字の形や大きさが若干異なる) が同時に現
れる。ＬＤＧ対応プレーヤからコンピュータに字幕を取り込むことはできないので、デー

タベース作成のためにはコンピュータに接続可能なデコーダが必要である。 
	 11) この「双方向」の実践例として尾関ほか (1994) は電子メールを用い、国内外への
交信を通じた指導 (主に英作文) を報告している。また加藤 (1994) は、音声や動画情報
をコンピュータ通信によって海外とやりとりするプロジェクトを紹介している。 
	 12) 田所 (1975) は「まねび」を中心とした英語学習を強調しているが、中でも「英米
人の発話の眼に立つところをスパッとまねる」 (88) ことが肝要であると述べ、耳で聞く
ばかりでなく、人の発話の具合を体ごとまねる必要性を説いている。 
	 生の姿を忠実に再現したというオーディオヴィジュアル教材も、従来は、ここまで「ま

ねる」対象として論じられてはいない。映像教材の利用に際して忘れてはならない視点だ

と考える。 
	 13) 柳瀬 (1994) は、生活世界の中におけるモデルの存在に丸ごと自らを見いだそうと
する「自己発見＝創造的模倣」を優れた模倣と呼び、外国語学習の中核に置くべきだと主
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張している。そのための教師は「文化的実践者兼職業的自己実現援助者」、すなわち学習者

のモデル足りうる自分を常に高め、同時に学習者にふさわしい自己実現のあり方を理解し

援助してやる、そうした存在であるべきだと述べている。 
	 このような「背中で教える」ことのできる教師でありたいと筆者は常に願っている。 
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[ 6 ] 

「多義」の再考 
－語感とコミュニケーション－ 

 
 
はじめに 
	 コミュニケーションと英語教育を論じるとき、意味の問題は自ずと重要な位置を占める

ことになる。意味は語彙指導における主な指導項目のひとつと考えてよいが、それが十分

に行われてきたかと言うと、はなはだ心許ない限りである。語の示す字義通りの解釈だけ

でコミュニケーションは成立しないという事実は、語用論の研究によって明らかにされて

きた。一方、英語教育の場における語の意味は幅が狭く、コンテクストによる語感の揺さ

ぶりも十分とは言いがたい 1) 。我々は今一度「意味」の点から英語教育を見直さなければ

ならない。かつてオーラル・アプローチが意味への配慮が不十分という理由で批判を受け

たように、コミュニケーションを志向する英語教育が「意味の乏しいことば」の使い方に

終始しないよう、注意を傾けなければならない。 
	 コミュニケーションを意識した「語彙項目の指導」はどうあるべきなのだろうか。伝え

たいことをできるだけ伝えられるようにするには、学習者にかなりの語彙量が求められる。

語数だけではない。意味の幅を広げ、個々の語にまつわる情報量の増加に努める必要があ

る。Lewis (1993: 88) は、"Since the purpose of language is the comunication of meaning, 
language teaching activities should invariably be meaning-centred."と述べて意味の重
要性を指摘するとともに、意味の諸相を次のように分類している (78-88) (訳語は林 
(1996) による) 。 
 
	 	 Referential meaning (指示的意味)  / Differential meaning (示差的意味) /  
	 	 Connotational meaning (内包的意味) / Contextual meaning (文脈的意味) /  
	 	 Collocational meaning (連語的意味) / Pragmatic meaning (語用論的意味) /  
	 	 Discourse meaning (談話的意味) / Factual meaning and modal meaning (事実的 
	 	 意味と想念的意味) / Negotiated meaning (共同的意味) / Top-down and Bottom-up  
	 	 meaning (トップダウン的意味とボトムアップ的意味)  
 
	 これらのうち、connotational, contextual, pragmatic, discourse, negotiated, top-down 
の意味は、コミュニケーションの場における個の意味として、これからますます重要さを
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増すと考えられる。語の意味は、語そのものに内在される意味としてではなく、言語使用

者の内的・外的要因に大きく影響される、ということなのである。 
	 本稿は以上の点から意味の広がりに着目し、その足がかりとして語の多義性の指導を振

り返りながら、豊かな「意味」を伝えるコミュニケーションを目指した語彙指導を模索す

るものである。 
 
語の多義性とその指導 
	 多義語は一般的に「意味的に関連付けられる２つ以上の意味を持つ語」 (国広 1986: 5) 
と定義される。問題は、多くの「義 (＝意味) 」をどう捉えるかである。例えば「日本人
にとっての多義語は、しばしば訳語がいろいろになる語」 (堀内 1977: 14) 「多義は辞書
的なレベルで存在する性質」 (同)  とする立場は、辞書に示してある複数の語義をもって
多義語と判断するというものである。 
	 多義という性質は、一語に一義しか与えられない場合にその言語の語数が膨大にならざ

るを得ないことを思えば、言語の「経済的」な側面と言えるかもしれない。しかし学習者

にとって、多義性をもった語を学ぶことは大変な労力を要する。学習効率という点から見

れば、多義性を排除した形 (例えば一語につき一訳語の対応) で記憶の促進を図る (受験用
の) 単語集は、学習者の心理を踏まえた良心的な学習書と言えるかもしれない。しかしな
がら、多義を排除した「つけ」が後になって回ってくるのは明らかであり、いずれ複数の

語義を学習する必要が出てくるのである。例えば代表的な大学受験用単語集『ターゲット』

では、語義を絞った暗記を勧めながらも、意味の「死角」と銘打った別語義への注意を同

時に促している。死角の例として、short (不足した) , loud (はでな) , fast (しっかりと)  な
どが挙げてある。また守 (1996) は、会話のために、中学英語の単語の「もう一つの訳語」
を覚えようと述べ、例として safe (金庫) , long (あこがれる) , school (群れ) などを挙げて
いる。結局、一語義をもって単語の知識としただけでは通用しない、ということなのであ

る。 
	 ではどうやって多義語を学んでいけばいいのだろうか。これまでに提唱されてきた多義

語の学習法は、意味上の有契性 (例えば近接性や類似性) を示したり、その類推を学習者
に促すことであった (牧野 1969, 次重 1977) 。それらを視覚的に「配列」したものとし
ては、堀内 (1977) や村田 (1985) の樹形図による方法がある。また、語の全体像をイメ
ージした図 (政村 1989) や中核的な意味の提示 (小西 1994, 木原 1994) など、いわば語
義の「括り」に配慮した方法もある。意味の関連を論理的に配列する前者の方法に対し、

後者は多義にまたがる共通項を見つけだし、語義の全体像を明らかにしようとする試みと

言える。 
	 田中 (1987) は、多義性に対するアプローチを３つに分類し、多義語の意味を並列にリ
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ストする「辞書的アプローチ」、コンテクスト情報を省いた 大公約数的な意味による「コ

ア・アプローチ」、単語から直接連想される語義 (すなわち、典型的なコンテクストによる
語義) による「プロトタイプ・アプローチ」に分類し、従来の辞書情報にコアとプロトタ
イプ情報を加えることが、語彙指導のための有益な情報提供を可能にする、と述べている。

昨今の学習辞典における目覚ましい進歩は、彼の提案の多くを具現化したものであると言

えよう。現在の学習英和辞典の多くが採用しているメニュー方式の語義提示は、上の「配

列」と「括り」を組み合わせた方法とも言えるだろう。例えば、『ライトハウス』の「語義

の展開」、『ニューセンチュリー』の「本義・分義」、『フェイバリット』の「代表語義」な

どがこれに相当すると思われる。また『スーパー・アンカー』の「プロフィール」欄は、

文章の形式で基本義と意味の展開を解説している。 
	 本稿では、「配列」「括り」の両者を総称して、｢ディレクトリ型多義学習」と呼ぶことに

する。ディレクトリとはコンピュータのファイル管理に用いられる用語であるが、「配列」

とはまさに段階的に分類されたファイルの配列に相当し、「括り」は各項目を束ねる大項目

の様相を呈している。 
 
ディレクトリ型の問題点 
	 「配列」型の多義語指導の問題点は、どのくらいの語義を学んだ時点で他の語義を配列

して導入するか、という点である。具体的な文脈で用いられた場合、通常はその文脈が意

味を決定するため、実際に多義性が意識されるのは、一度学んだ語が別の文脈で用いられ、

しかも以前の文脈での語義と異なっていることが感知された場合である。このとき、上の

ディレクトリ型を用いると、前回の語義と今回の語義の論理的な関係が整理でき、記憶に

役立つ、という効用が考えられる。しかし、ディレクトリ構造を持った多義語の全ての語

義を、その都度示すのが効率的かどうかは明らかでない。 
	 「括り」の問題点としては、「その言語に既に習熟した者には思わず膝を打つような説明

を与え得たとしても、その言語に習熟していない学習者には広すぎる不親切な説明しか与

え得ない」 (柳瀬 1991: 86) との指摘もあるように、具体的な文脈で初出の語の場合には、
かえってコンテクストに左右されない 大公約数的な意味が仇となる場合も考えられる。 
	 また「配列」にせよ「括り」にせよ、意味的な関連が薄い語義を十分にはカバーできな

い。例えば bank の代表的な意味に「土手」「銀行」がある。これらは共通の語源を持つ (『岩
波英和辞典』) ため、多義語と捉えてもよさそうである。田中 (1990: 9) も「同音異義語
と多義語を区別するには、語源的なつながりの有無が基準になる場合がほとんど」と述べ

ている。ところが同じ語源を持つ bank 同士の意味的関連は薄く、「土手」と「銀行」を
ディレクトリ型で捉えることは不可能に近い。 
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語感と多義 
	 以上、辞書的な多義に関する学習法とその問題点を論じてきたが、次に辞書の語義説明

の枠に収まらない「意味」の位置づけについて論じてみたい。それは「語感」と呼ばれる

主観的概念である。 
	 語感は未だ明確な概念規定を持たない用語 (福村 19789: 16) とされているが、堀井 
(1988: 4) は「一般に、語によって醸し出される印象が、対象を個別化し、音や色や香りの
感じもその名にまつわりついて、道徳的、精神的感じさえもその語に結び付いてしまう。

このような語に対する主観的な印象を語感という」と定義し、「コミュニケーションの機能

に付随する人間の主観的な働き」 (同: 10) とも述べている。一般的には言葉の正誤、適否、
美醜に関する感覚とされている。語感は個人の言語体験によって培われていく種類のもの

であり、理屈では説明できないような言葉の正誤・適否・美醜を感覚的に判断する基準と

なる。国語教育の分野では盛んに議論されているこの「語感」が、コミュニケーションの

本質を追求すればするほど等閑視できない問題であるにもかかわらず、英語教育において

はほとんど議論されていないのである (馬本 1996a) 。外国語では語感を磨くことが困難、
との判断かも知れない。しかし、学習者が語によって個人的なエピソードやイメージを喚

起する (そしてその蓄積が語感の養成だと筆者は考えるのだが) という事実は、語連想の
調査によって容易に示すことができる。筆者が集めた連想法による語のネットワーク調査

のデータ中に、以下のようなものが含まれている。 
 
	 	 cook --> fail, 	 mountain --> kiss, 	 zoo --> date 
	 	 back --> future, 	 speed --> bus, 	 long vacation --> piano 
	 	 white --> birth, 	 sea --> freedom, 	 attract --> twenty 
 
上の例は語の辞書的な意味による (あるいは音声的、統語的な) 関連 2) を示しているので

はなく、個人のエピソードに基づく概念体系を示すものと言える。強い語連想を持つとさ

れる同一範疇語 (co-ordination; 例えば ear --> nose) やコロケーション (例えば blue 
--> sky) (Aitchison 1994: 97) とは異なるため、学習者の語連想の分析対象からはずされる
場合もある。例えば Sokmen (1993: 139) は、scissors --> honesty, butter --> long, salt --> 
people など、分析者の手に負えない連想を "nonsense" と分類している。数量的な研究手
法上やむを得ない処理かもしれないが、個々人にとって重要な「意味づけ」の要素を放棄

しているかのようにも思われる。連想の元となるエピソードを想像することは決して困難

なことではない。 
	 一見ナンセンスに見える連想も、学習者個人にしてみれば、辞書的な意味よりも非常に

「有意味」な場合がある。それらは語と共に喚起される主観的な意味を示しており、客観
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的な辞書的語義を、内側から主観的に彩った「語感」ということになるだろう。確かに辞

書には、文化的な背景を中心とした内包 (connotation) の記述も豊富に見られるが、学習
者個人の語感を記述してくれる学習辞典はない。しかし、既に述べたように、語感は辞書

的な意味を超えた豊かな「意味」を語に付加するものであり、福村 (1978) によると「語
感もまた語義の一部分」と考えられることから、多義性の指導の一環として、決して無視

できないと言えるだろう。 
	 同時に我々は、語感が人によって異なることから生じる「多義性」にも注意しなければ

ならない。同じ言語を話していながら、また用いている言葉は決して難解ではないにもか

かわらず、コミュニケーション・ギャップが生じることはよくある。その場面にふさわし

い表現の選択という語用 3) の問題であると同時に、個人の歴史の中で培ってきた語感の相

違による多義性が引き起こした現象と考えることもできるであろう。 
 
語感の養成 
	 ではこうした語感の養成にあたっては、これまでにどういったアプローチが取られてき

たのだろうか。英語教育におけるこの分野の議論は乏しいが、『現代英語教育』1988年６
月号では「英語の語感をみがく」という特集の中で、connotation を中心とした日英語の
ずれ、類義語のニュアンス、コロケーション、話し言葉と書き言葉の使い分けの問題が議

論されている。また岩垣 (1993) では英語の発想の根本を理解するための英文法、田中 
(1989) ではニュアンスの違いによるピッタリした語や表現の選択、キング・クレーラー 
(1969) では適所に適語を選び表現力を高めるために、指示的意味、含蓄、メタファー、ア
イロニーなどの問題を取りあげている。さらにミルワード (1981) は、論理的な意味、感
覚的な含意や連想、語源などにおける日英語の相違を論じている。 
	 既に述べたように、語感が正・適・美の感覚であるならば、まず辞書的な多義に関する

正確な知識、あるいは内包を押さえておくことは不可欠と言えるだろう。上のディレクト

リ型の学習も、大いに貢献するものと思われる。さらに文脈を捉えた適切な使用に関する

語用論的な知識も必要である。また、言葉の持つある種の文学性が必要となってくる。こ

こで言う文学性とは、Carter & McCarthy (1994) が指摘する small 'l' の literature で
あり、広告、新聞の見出し、ジョークなど日常的な言語使用における創造的な側面を指す 
(large 'L' の Literature はいわゆる「文学作品」における文学性である) 。彼らは、
"Recognizing the 'literariness' of a wide range of texts, asserting the value of literature 
with a small 'l' and developing sinsitivity to language in a range of cultural contexts is 
central to learning about language and the development of a reflective language 
learner." (同: 159) と述べ、その重要性を論じているが、この点は本稿での語感に通じる
ものがある。 
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	 言語教育における語感については、国語教育の議論に耳を傾けることも大変有益であろ

う。例えば倉沢ほか (1979: 23) は、語感の養成には「人間感情への没入」が必要と説く。
一人一人の心の中にしみこんでいる本質のようなものであり、沈殿させるようなものとし

て養わなくてはならないと言う。また田近 (1991) は、語感の養成にはまず、ひとつひと
つことばをしっかり意識した密度の濃い学習と、ひとを大事にし、ひととつながろうとす

る気持ちが基礎として必要だと述べている。具体的な学習法として、音声法 (音読・暗唱
法) 、視写法、抜き書き法、キーワード法、比較法、換言法、レトリック転換法、模倣法、
省略法、コメント法、造語法、言語遊戯法を挙げている。関口 (1991) は、絵本と語り聞
かせ、視写、朗読、ことばへの関心 (ことば集めやことば比べなどを通じて) 、文章への
関心 (文学言語の学習やリズム) が重要であるとしている。 
	 英語教育における我々の反省点は、語感という総合的な直感力の養成に不可欠なことば

への傾倒が、質量ともに不足していたのではないか、ということである。言葉の規則を学

ぶことに拘泥し、ことば本来の味わいに注意が向けられてこなかった。生活言語ではない

という量的な不足もある。幅広い言語経験の総和として、ことばにまとわりつく背景知識 
(スキーマ) や喚起される感情の蓄積と呼び起こしのシステム、すなわち語感を支えるメン
タル・レキシコン 4) の充実について議論されてこなかった、ということであろう。 
 
ホームページ型へ 
	 メンタル・レキシコンについて、McCarthy (1990: 42) は次のような指摘を行っている。 
 

"The mental lexicon is never static; it is constantly receiving new input which has 
to be integrated into the existing store.  Not only do new words come in but 
information about existing words is added too.  This is a more obvious 
phenomenon for the learner and the L2 lexicon, buti it is also true of L1.  The 
webs of meanings and associations constantly shift and re-adjust; new connectins 
are woven, and old ones strengthened." 

 
また毛利 (1995: 67) も以下のように述べ、語彙指導におけるメンタル・レキシコン利用
の可能性を示唆している。 
 
我々の経験知識は記憶の中に関連事項のスキーマとして蓄えられていると考えられて

いる。このようなスキーマを構成するさまざまな要素は、相互に関連を持つ概念のネ

ットワークをなしており、語というものはこの概念に対するラベルのようなものであ

るから、語もまた、意味的に関連を持つネットワークとして蓄えられていると考えら
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れる。 
 
	 語義が個人個人の世界観に密接に関わるのであれば、まず自らの生活体験を目標言語と

密接に結びつけて学ぶ、ということが重要になろう。しかし我が国において英語を学ぶ状

況下では、目標言語における十分な言語体験が保証されているわけではない。語感の深化

と拡充に、なんらかの人為的な手法を取り入れる試みが考えられてしかるべきであろう。

そこでこの記憶の中のネットワークをホームページ上に再現し、個人の言語 (学習) 体験
を強化する方法を提案したい。名付けてホームページ型語彙学習システム「私のメンタル・

レキシコン」である。 
	 ホームページの特徴は、ファイルからファイルへのリンクが自由に張り巡らされる、と

いう点である。これは学習者自身の記憶のメカニズムに通じるものがある。言語体験や生

活体験の記憶の糸は、秩序だった配列を成してはいない。むしろ極めてランダムな網の目

構造を形成し、あるきっかけによって次々に過去の経験が喚起される。ファイルへのリン

クによって、自らの英語体験の記憶を辿るように、文字、音声、映像を伴った様々な使用

例、すなわち学習者自身の学習履歴を反映した用例による語の学習を繰り返すことにより、

語感の深化と定着が図られることが予想される。もちろんデータはすべてコンピュータ上

のデジタルデータであるため、ランダムアクセス、繰り返し練習、自由なデータの書き込

みなどが可能である。 
	 コンピュータ上のファイル管理の比喩を再び用いれば、この方式は「ホームページ型」

ということになる。「ディレクトリ型」との決定的な違いは、ファイルが整然と配列されて

いるのではなく、ランダムに点在し、それぞれにリンクが張り巡らされているという点で

ある。しかも他者のホームページへのリンクが容易である。自分以外の学習者のメンタル・

レキシコンを垣間みることができるため、個々の語感の違いによる「多義性」を理解する

助けとしての利用も可能である。 
 
論考のまとめと課題 
	 本稿では、語彙の指導に際して「多義」という言葉の多義性に注意を払うべきだ、とい

うことを述べてきた。辞書的な多義性に留まるのではなく、そこに記述されない「語感」

に目を向けなければならない。コミュニケーションを目指した意味の指導は、語が内在す

る語義だけではなく、使用者個人の文脈における「意味」をも射程に入れるべきであろう。 
	 今回提案したホームページを用いて語感を磨く学習法は、今後インターネットやコンピ

ュータのますますの普及によって、より身近な学習法となることが期待される。学習者の

自作ホームページ「私のメンタル・レキシコン」の実像や学習効果に関する論考は、稿を

改めて行う予定である。 
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	 本研究が、これまで十分に行われてこなかった英語教育における「語感」の議論を高め

るきっかけになれば幸いである。 
 
 
注 
	 1) 馬本 (1996a) 、高橋ほか (1997) を参照。 
	 2) 例えば次のような連想例も調査から得られている。 

a. 音・綴りの類似性: cute－cut, mouth－month, chance－change 
b. 句動詞: talk－to, take－out, go－to 
c. 派生語: music－musical, enter－entrance, who－whom 
d. 類義語: lucky－happy, watch－look, shop－shore 
e. 反意語: wife－husband, young－old, rich－poor 
f. 同一範疇語: Japanese－math, cat－dog, ear－nose 
g. 上位/下位語: apple－fruit, animal－dog, color－white 
h. コロケーション: letter－write, blue－sky, eat－rice 
i. 関連・属性: ticket－concert, rain－umbrella, frog－pond 

また、次のように、前の語からの連想と、次の語への連想の際に異なった意味による「多

義的」な連想を示した例も見られた。 
j. 多義連想:  village－country－world, love－heart－red 
             fork－knife－kill, cheese－mouse－computer 
             muscle－move－house, baseball－pitcher－beer 
             world－ring－cloud, flower－rose－bath 
             baseball－safe－danger, dog－sweet－sugar 
             hot－wave－game 

	 3) 『Quark』1997 年４月号の特集「よい？悪い？小学校から英会話」では、子どもの
言語発達の項目を「認知の発達」「音韻」「語彙」「構文」「語用」の５つに分類している (p.55) 。
ここで「語用」は、場面に応じた言葉の使い分けとして捉えられている。また馬本 (1996a, 
1996b) では、コンテクストに相応しい語彙項目の受信・発信能力のことを「語用能力」
と呼んでいる。 
	 4) 『新明解国語辞典』の巻頭「辞書に求められるもの」に次の一節がある。 
	 同一言語による意思伝達が支障無く行われるのは、各自の灰白色の脳細胞内に	 根

幹を同じくする単語帳が存在するからであろう。その単語帳たるや、語釈は有ったり

無かったりするが、多かれ少なかれ用例を伴う。書入れの精粗は、使用言語への内省

の深浅を	 そのまま反映する。個人差は頗る大きい。 
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	 この単語帳こそ、いわゆる	 語感	 の背景となるものであり、また同時に、なり得

るものでなければならぬが、自他の	 語感	 の衝突するとき、普通	 われわれは、そ

の裁定を任意の辞書に委ねる。 (p.2)  
	 ここで言う「単語帳」は、メンタル・レキシコンとほぼ同義と考えられる。続く文章中、

辞書の記述のあり方として、「常用例への飽くなき注視と	 異なる言語体験を持つ他者の批

判への傾聴」 (p.3) が不可欠と述べられているが、ここで言う「辞書」が極めて人間的な
においを持ったものであることを思えば (赤瀬川 1996) 、まさに我々の「語感」の養成に
示唆を与える巻頭辞と言えるだろう。 
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[ 7 ] 

ホームページとメンタル・レキシコン 
－語感を養う語彙指導の試み－ 

 
 
はじめに 
	 コミュニケーション中心の英語教育において，学習者の言語使用の適切性を高めること

は重要な課題である。場面に適した言語使用，例えば言葉のニュアンスによる使い分けな

どには，豊かな言語体験に裏付けられた「語感」を必要とする。ところが一般的にみて，

わが国における英語学習者の英語体験の乏しさ，語感の貧弱さは否定できない。 
	 大の原因は，学んだ言葉を使う機会がないまま，学習が一過性のものに終わってしま

うことにある。これでは様々な文脈の中でその言葉から喚起されるニュアンスや文化的背

景などを含む「語感」の養成に結びつかない。語感は，理屈では説明できないような言葉

の正誤・適否・美醜を感覚的に判断する基準となりうるもので，言語体験の蓄積と共に醸

成されるのである。 
	 語感の形成に重要な役割を果たすのは，複雑なネットワークを構成する「メンタル・レ

キシコン (mental lexicon: 心的辞書) 」，すなわち，様々な事象・概念・経験などが言語
と結びついた，頭の中の情報空間である。メンタル・レキシコンについてMcCarthy (1990: 
42) は次のように述べている。 
 

The mental lexicon is never static; it is constantly receiving new input which has 
to be integrated into the existing store. Not only do new words come in but 
information about existing words is added too. This is a more obvious phenomenon 
for the learner and the L2 lexicon,but it is also true of L1. The webs of meanings 
and associations constantly shift and re-adjust; new connections are woven, and 
old ones strengthened. 

 
毛利 (1995: 67) も以下のように述べ，語彙指導におけるメンタル・レキシコン利用の可
能性を示唆している。 
 
我々の経験知識は記憶の中に関連事項のスキーマとして蓄えられていると考えられて

いる。このよ うなスキーマを構成するさまざまな要素は，相互に関連を持つ概念のネ
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ットワークをなしており， 語というものはこの概念に対するラベルのようなものであ
るから，語もまた，意味的に関連を持つ ネットワークとして蓄えられていると考えら
れる。 (中略)  教師は生徒に，概念や話題にしたがっ て情報や単語を体系化するよ
う指導すべきであるということになる。 

 
	 メンタル・レキシコンを目に見える形で再現する可能性を秘めているのが「ホームペー

ジ」である。ホームページによって，ランダムな網の目構造や，整然とした階層構造の混

在する「メンタル・レキシコン」と類似の空間をコンピュータ上に表現することにより，

語彙学習において大きな力を発揮することが期待される。 
 
研究の目的 
	 本研究の目的は，学習者の疑似メンタル・レキシコンをホームぺージ上に作成し，それ

を用いた語彙学習の効果を検証することである。本稿ではその基本的な考え方を論じ，口

頭発表では，実際のホームページのデモンストレーションと学生の反応について報告する。 
 
私のメンタル・レキシコン (その一例)   
 
 
 
  ····· 

 
 golf 

...it is my special albatross 
   to be related to the guy... 

 albatross   Love Story  
	  
  ····· 
 

   eagle  
  birdie   

thunderbird    Fifteen  
 bird   eagle 

 hawk 
 robin 
 hummingbird 

 Bob Greene   
 
  ····· 
	  
  ····· 

Beach Boys   Fun,Fun,Fun... octave  
  

 olive  
 reptile   crocodile     
   pants   Popeye  

 dandy  
  Casablanca  

                                                  Here's looking at you,kid. 
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ホームページの作成 
 (1)  英語学習者のメンタル・レキシコンの実態を，アンケート (連想法) やインタヴュー
を通して調査する。 
 
	  (語連想の例)  
  a. 音・綴りの類似性  cute -- cut, mouth -- month, chance -- change 
  b. 句動詞	 talk -- to, take -- out, go -- to 
  c. 派生語	 music -- musical, enter -- entrance, who -- whom 
  d. 類義語  lucky -- happy, watch -- look, shop -- store 
  e. 反意語  wife -- husband, young -- old, rich -- poor 
  f. 同一範疇語	 Japanese -- math, cat -- dog, ear -- nose 
  g. 上位/下位語	 apple -- fruit, animal -- dog, color -- white 
  h. コロケーション	 blue -- sky, eat -- rice, dream -- come 
  i. 関連・属性	 ticket -- concert, rain -- umbrella, frog -- pond 
  j. エピソード&イメージ	  

  cook -- fail, mountain -- kiss, zoo -- date, back -- future,  
  sea -- freedom, woman -- blindness, attract -- twenty,  
  think -- future, tower -- record, boyhood -- hope, white -- birth,  
  speed -- bus, long vacation -- piano, house -- comfortable  

k. 多義連想	  
  village -- country -- world, love -- heart -- red, fork -- knife -- kill,  
  cheese -- mouse -- computer, muscle -- move -- house,  
  baseball -- pitcher -- beer, world -- ring -- cloud, flower -- rose -- bath,      
  baseball -- safe -- danger, dog -- sweet -- sugar, hot -- wave -- game  

 
 (2)  学習者個人の連想のネットワークをもとに，ホームページ「私のメンタル・レキシ
コン」を作成する。各語彙項目について，様々な情報の追加，修正，関連づけ (リンク) な
どを次々に行い，語感の元となる語情報の深化・拡充を可能にする。例えば，関連語やコ

ロケーション情報，文字・音声・映像を用いた用例，学習者自身のエピソードなどを組み

合わせてゆく。特に用例においては，自らの学習体験が再現できるような文脈を伴うもの

を取りあげる。例えばある語を学んだ小説の一節，映画の一場面，歌の歌詞などがその中

に含まれる。 
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ホームページを用いた語彙学習 
	 本研究で作成するホームページは，言語使用における適切性の向上を目指し，語の記憶

の強化，語彙の拡充・深化，語感の醸成，文脈を解釈する上で必要な推測力の養成を支援

するものである。 
	 語の習得は，意識的・無意識的に，様々な過程を経て行われる。ある語彙項目のカバー

する意味領域，他の語との関連などは，個人の学習体験によって習得される度合いは様々

である。学習者は通常，一度学んだ項目に再び出会ったときに，既に有している語の知識

や語感を確認・強化し，修正を加える。適切な言語使用は，この過程を繰り返すことによ

って可能となる。 
	 「私のメンタル・レキシコン」による学習では，従来型の，教える側から与えられたお

仕着せの語彙学習ではなく，あたかも人間の記憶の糸を辿るような個別学習が促進される。

言語体験の記憶の糸は，必ずしも秩序だった配列を成してはいない。むしろランダムな網

の目構造を形成し，あるきっかけによって次々に過去の経験が喚起される。こうした脳内

のメカニズムをコンピュータに表現しようとする試みそのものが，言語体験の再現による

反復学習であり，語彙や概念の連想拡充により，コミュニケーションに必要とされる類推

力を高めることにもなる。 
	 加えて他者のホームページへのリンクが容易である。自分以外の学習者のメンタル・レ

キシコンとの比較を繰り返す中で，自らの語感を修正し，一層磨くことに通じるだろう。 
 
今後の展望 
	 各自のホームページは常に修正が加えられ，リンクの拡大が行われる。コンピュータ上

に再現されたメンタル・レキシコンの増殖を目の当たりにしながら，同時に学習者自身の

「メンタル・レキシコン」の (質・量にわたる) 増大を確認し，言語使用の適切性に与え
る影響を調査し続けることが，本研究において も重要な点と思われる。外国語教育にお

ける「人とメディアとの関わり」において，「人」の変容に寄与しない「メディア」の存在

意義はない，と考えるからである。 
  本研究で扱う語彙学習においては，まず第一に豊富な言語体験を重視する。しかし，ホ
ームページの作成技能を含むコンピュータ・リテラシー無くしては「私のメンタル・レキ

シコン」による学習は成立しない。この狭間で直面する問題点について，外国語教育の立

場から議論を深める必要性を痛感している。 
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言い替えのために学んでおきたいこと 
 
 
	 	 	 	 	 	 語	 彙 
	 	 	 	 豊富なる語彙と 
	 	 	 	 豊富なるいいまわしと。 
	 	 	 	 心よ，ゆめ怠らず 
        何にてもわが胸底に湧き来る 
	 	 	 	 神想を盛るの 
	 	 	 	 器を備えんと，つとめよや。 

	 	 	 	 ――田中菊雄『わたしの英語遍歴』より 
 
	 器を備える、すなわち語彙を豊かにすることは語学の要諦である。かのサイデンスティ

ッカー博士も「辞書の暗記が外国語習得の 短距離｣1)  と語っている。無論、常に語と語

義を増やし続けてはいても、他の器で代用せざるを得ない場面に出くわすことは多い。う

まく代用できるかどうかもまた、日頃の学習にかかっている。本稿では「どう言い替える

か」という観点から、語彙学習を論じていきたいと思う。 
 
上位語の活用 
	 具体例から始めよう。学生時代，家庭教師先の受験生とのやり取りである。「白血病って

英語で何て言うんですか？」「えーっと blood cancer...だよ，うん。お医者はもっと難し
い専門語を使うと思うけど，これで通じるよ」などと言って逃げた。『リーダーズ・プラス』

にこの語が載ったときは，正直ほっとしたものだ。 
	 渡部昇一・松本道弘『英語の学び方』 (三笠書房知的生き方文庫) に，skin doctor の話
が出てくる。'derma'は皮膚と覚えておいて，造語能力をつけておくと応用がきく，という
くだりだが、皮膚科医の意は skin doctorで十分通じるという。 
	 cancerや doctorは、leukemia, dermatologistよりも広い意味をカバーする一般語、す
なわち上位語 (superordinate) である。いわんとする語 Xの上位語と、Xの持つ属性を組
み合わせることで、X を言い替えることが可能だ。例えば夏のスタミナ源，鰻 (eel) も、
long fishや snake-like fishと言えるわけだ。 
	 上位語の後ろから説明を加えるパターンとしては、英英辞典の定義が参考になる。小西 
(1993) の調査 2)  から，名詞のパラフレーズに多く用いられるパターンを列挙してみよう。 
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a person who ...  /  an act of v-ing  /  something that (which) ...  /   
a place where...  /  someone who... / a feeling of...  /  a person + 前置詞句  /   
a container which... 

上位語が分からないときは、someone, somethingなどを使えばよいことが分かる。 
	 それぞれの上位語がカバーしている語にどんなものがあるか、語のネットワーク図を用

いてまとめておくのもよいだろう。上位語を引くと、より具体性を持つ下位語 (hyponym) 
が列挙してあり、上位語を用いた下位語の説明が書いてある辞書があれば、「パラフレーズ

のための辞典」として重宝することだろうに、といつも思う｡3)  
 
語のネットワーク 
	 このところ語のネットワークによる指導が盛んなようだ (cf.『現代英語教育』97年 6月
号, 96年 8月号など) 。上位語、下位語はもちろん、様々な属性や個人のエピソードに基
づく概念など，語同士の結びつきを提示するのに役立つ。実は筆者も，学習者自身の頭の

中にある語のネットワークをホームページ上に書き込む授業を行っている。名付けて「私

のメンタル・レキシコン｣4) 。例えば foodをクリックすれば fruitや vegetableなどを書き
込んだページに飛ぶ。そこから fruitをクリックすると banana,apple, watermelonなどを
書き込んだページへ，さらに watermelonをクリックすると round, red, yellow, sweet, 
seed, summer, salt, firework...という具合に，次々とページ間のリンクが張られていく。
ネットワーク図の網に相当するのがホームページのリンクだ。ごく簡単な HTML を導入
するだけで、あとは学生自身が楽しんで語句を書き込んでいく。頭の中にある語のネット

ワークを意識化させれば、言い替えにも役立つ。 
	 そもそも語の言い替えとは，その語の「他己」紹介みたいなものである。語の一般的性

格に加え，紹介者との関係、すなわち話者のコンテクストによっていくらでも変化してし

まう。通常、zooと言えば animal、従って a place where animals arekept と言えそうな
ものだが、ある女子学生のメンタル・レキシコンの中では the place where we kissed だ
ったりもする (アメリカ人の彼氏と話していて zooが出てこなかった!) 。常に自分の語連
想を活性化し、語と語をつなぐ表現のパターンを覚えて活用すれば、言い替えが随分楽に

なる。 
	 Pearson & Johnson (1978) Teaching Reading Comprehension では，ネットワークの
網の糸に相当する簡単な英語表現を紹介している。上位語は'is a', 属性を表す語は
'does','is','has',具体例にあたる下位語は'is exemplified by'あるいは'has, as an example,'で
説明がつく。例えば dog -- (is a) --> animal,  dog -- (does) --> bark,  dog -- (is) --> loyal,  
dog -- (has) --> teeth,  dog -- (has, as an example) --> collie などとなる。 
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言い替え練習の一例 
	 もちろん，すべてが上のような単純な結びつきではないが，関係詞などと組み合わせて，

少しずつ説明調の表現に習熟していけばよい。そのためには、言い替えの必要な場を常に

持つことだ。 
	 授業外の勉強会で，英検準一級対策と称して，４コマ漫画を英語で説明する練習を続け

ている。ある日の課題。スイカを入れるために整理した冷蔵庫の中のあまりもので料理を

したお母さんの話，さて「あまり物」を英語で何と言うか？ 文脈からして leftoversでは
なさそうだ。 
	 上位語の food は問題ない。学生諸君とああだこうだと考えて、次のような説明調落ち
着いた。 
	 	 the food which was kept out of the fridge to make room for the watermelon 
それで漫画中のお母さんが料理をしたのだから、出だしを The mother used the food ... 
として、 後に as the gredients for this dish と言えば「あまり物料理」の出来上がり。 
	 今回から英検の２次試験で、絵を見て説明する問題が大幅に導入された。受験生の言い

替え技術が大いに試されることになろう。例えば「請求書を見てびっくり」という表現、

bill を知らなくても言えるよう、練習を積みたいものだ。 
 
平易な英文の収集 
	 英英辞典や語のネットワークによるパラフレーズ練習と共に続けておきたいのが，平易

な英文を大量に読むことである。うまく言い替えているな、いい説明だな、と思ったもの

があれば、カードにとって集めておくとよい。 近、高校の教科書で人気の Bob Greene (cf.
『現代英語教育』本誌 96年 11月号) なども参考になる。例えば次の例 (下線部筆者) 。 
 
  (1) 体内時計 

  it's something like the alarm clock in your brain that gets you up at the hour 
you want to rise,                          (Good Morning Merry Sunshine)  

 
  (2) 大の字になる 

  I went out onto Chuck's front lawn and lay on my back with my arms and legs 
spread out, just like little kids do in the snow.        (Be True to Your School)  

 
  (3) (靴の) かかとを踏む 

  she had noticed that I had worn the backs of my loafers down and that my 
heels were sticking out of the backs of my shoes.                      (ibid.)  
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	 新聞の advice columnなどにも，言い替えで使えそうな平易な表現が多い。 
 
  (4) 無言電話 

  Everyday, I receive several phone calls, sometimes in the middle of the night, 
from  someone who refuses to speak when I answer.          (DY 12/14/'96)  

  (5) ぐさっとくる 
  When I saw that notice in the paper, it was like a knife in my heart.  

 (AEN 12/14-15/'96)  
 
 (番外：シャドゥイングを classroom Englishで何て言おうか考えていたら、次の表現に
出会った。)  
 
 (6) Shadowing is a farily common technique...  Subjects are then asked to repeat  
	 	 	 what they hear as they hear it.             (J.Aitchson Words in the Mind)  
 
｢うまいこと言うなぁ」の発見 
a. 比喩 
	 上の (1) 、 (2) 、 (5) などのように、like... でうまくたとえてあると、「うまいこと言
うなぁ」と思う。豊かな比喩感覚も言い替えの秘訣であろう。「さんまのスーパーからくり

TV｣5)  という番組は、思い切った言い替えという点で参考になる。ご存じの向きも多いと

思うが、あるテーマについて自由に日本語で話してもらった後、それを英語で表現しても

らう、というコーナーがある。街の人々の比喩感覚と「アティチュード」から得られるの

は笑いだけではない｡"My head HAVE mysterycircle." (円形脱毛症!?) , "eagle catch" (鷲
掴み!?) など、文脈から想像できなくもない表現に唸らされる。ときに"after carnival" (後
の祭り!?) なんて、とんでもない英語に出会ったときは、授業で正しく言い替える練習を
する。ネタには事欠かない。 
 
b. 多義 
	 多義語の学習も比喩感覚とは無縁でない。比喩的な転義が多くの語義を生み出すからだ。

ところが学校で使う教科書、学習負担の軽減のためか、多義語の扱いが不十分のように感

じる。学習者が混乱するというのであれば、多義語だからこそ楽しめる素材を用いるのが

よい。その点、英字新聞の見出しは参考になる。今朝見つけたのはDY (7/8/'97) の “Color 
of the money” と AEN (7/7/'97) の “Hot Item”。いずれも写真に付けた見出しだ。前者は
七夕の日にゆかたで客を迎えた銀行窓口の女性の写真。後者は中国で屋根に取り付ける太
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陽熱温水器がよく売れる、という話題。それぞれ color と hot が掛詞となっていて，前者
はゆかたの色と懐具合 (cf. see the color of one's money) ，後者は熱い (湯) とよく売れる 
(商品) との両義を狙ったものと思われる。hotなどここ 近だけをみても、“Spa not such 
a hot idea” (AEN 7/8/'97) 、“Hot ivory” (AEN 7/9/'97) 、少し前にも“Hot cargo” (AEN 
3/19/'97) など、随分ホットな素材を提供してくれる。hot一語で、keen, exciting, ときに
はwanted, radioactive なども表せるわけだから、多義語の学習は言えない言葉を減らす
武器にもなる。 
 
c. 創造性 
	 後に究極の言い替えをご紹介する。素敵な絵手紙を毎日綴っている高校生，山路智恵

さんの作品集『いい春しょって 2000日』 (大崎ウェストギャラリー, 1994) に次の詩があ
る。Arthur Binard氏による翻訳とともにお読み頂きたい。 
 
	 	 	 かぶのあたまに Turnip       
	 	 	 ひともじ	 	 	 	  I turn       
	 	 	 入れりゃ         "I" into "u" 
	 	 	 うかぶ	 うかぶ	  Turnup       
	 	 	 ことばが         Our poem     
	 	 	 うかぶ           Turned up!   
 
うまいなぁ、と思う。「う＋かぶ→うかぶ」を "turnip → turn up" と変身させたビナード
氏自身、「これが訳せたときは，もう，訳せないものはないと思った」と語っている｡6)  
 
	 英語のコミュニケーションに必要な言い替えとは、言いたい言葉が英語で言えないとき

の、一種の「逃げ」である。「逃げの術」もいいが、それだけで味のある言い替えはできな

い。日英両語の違いを超えた「ことばのセンス」を磨きたいものだ。それにはやはり、こ

とばの海に遊ぶほかない。 
 
Notes 
	 1) 比治山大学完成祝賀祭「'97比治山 Big Bang」 (7/12) 記念講演より。 
	 2) "An analysis of Longman Active Study Dictionary of English in terms of its word  
definitions." (第 24中国地区英語教育学会研究発表, 10/2/'93) 。 
	 なお上位語を用いた定義の方法については，磐崎弘貞『ここまでできる続・英英辞典活

用マニュアル』 (大修館) にも詳しい。 
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	 3) Longmanの Lexiconはその点役に立つ (検索にやや手間取るが) 。決して Activator
にとって変わられていない良さだけに，上手な活用法を模索していきたいものだ。 
	 また、CD-ROM 版の辞書の定義中の語を指定して検索するという手もある。例えば

COBUILDの定義中の vehicleを指定すると，car, caravan, chariotなど vehicleを上位語
とする多数の例が集まる。加えて，vehicleの周辺語、例えば catch, cat's-eyeなども検索
されて勉強になる。 
	 4) 馬本 勉「ホームページとメンタル・レキシコン」 (LLA全国大会,7/30/'97)  
	 5) 塩澤正氏は、学習者の積極的な発話態度のことを affective competenceと呼び、この
育成が英語学習の初期から欠かせないとして、このテレビを利用されているとのことであ

る (JASTEC全国大会研究発表,6/8/'97) 。 
	 6) 比治山大学文化講演会 (10/13/'96) より。 
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[ 9 ] 

Hypertext and the Mental Lexicon: 
Using the Homepage for Learning Vocabulary 

 
 
Introduction 
   One of the important aspects of language learning is the enrichment of the 
students' vocabulary in the target language. In order to achieve this goal, it is 
necessary for language learners to memorize a large number of words. Furthermore, 
students must learn how to quickly retrieve the appropriate words from the vast stock 
of words in their minds. 
   Words in the mind have been widely discussed under the term of 'mental lexicon', 
and it has been suggested that expanding and activating learners' L2 mental lexicons 
may be the main key to success in acquiring a foreign language. Despite this recent 
surge of interest in the mental lexicon, however, little has been written about how 
teachers can actually help learners to activate and expand their L2 mental lexicons.  
   Since it is impossible to see how the mental lexicon is organized, a metaphor helps 
to give a clearer view. McCarthy (1990: 35) compares the mental lexicon to a computer 
as follows:  

 
The computer metaphor suggests split-second processing ability, complex storing 
with myriad cross-referencing, and virtually instant recall. The computer also 
gives us the idea of dynamic input, constantly updating itself and re-sorting its 
data, ...  

 
It is no wonder a computer is used as a metaphor of the mental lexicon, since 
computers have been created as partial imitators of the human brain. This being the 
case, the computer itself may be useful as a classroom tool for the representation of the 
mental lexicon and for the enrichment and expansion of the learners' own mental 
lexicons. 
   The purpose of this paper, therefore, is to examine the possibility of utilizing a 
computer on which the mental lexicon is represented as a vocabulary learning tool. 
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Organization of the Mental Lexicon 
   Research shows that words in the mind are "linked together in a gigantic multi- 
dimensional cobweb, in which every item is attached to scores of others" (Aitchison 
1994: 82). From word association experiments used to show the organaization of the 
mental lexicon, there have been some suggestions as to how words link together. 
According to Fraser (1995: 43), the mental lexicon is phonologically arranged and 
accessed by two networks -- phonological and semantic. Channell (1988: 93) also 
suggests that the L1 and L2 lexicons within the same speaker are clearly linked, 
phonologically, semantically, and associationally. 
   The question here is how these lexical networks are organized. Aitchison (1994: 97) 
points out that there are two types of links which seem to be particularly strong among 
native speakers of English: connections between co-ordinates (e.g. salt -- pepper, 
butterfly -- moth) and collocational links (e.g. salt -- water, butterfly -- net). Aitchison 
also mentions two more links which are important, although these occur less often; 
they are superordination (e.g. butterfly -- insect) and synonymy (e.g. starved -- hungry). 
   While Aitchison's research is based on native speaker data, there is also some 
evidence of differences in word association between EFL learners and native speakers. 
   Sokmen (1993) analyzes word associations of non-native speakers, and reports that 
affective associations are more often observed than coordinates and collocations. 
According to Sokmen, there is an 'affective' category that shows a visual image, an 
opinion, an emotional response, or a personal past experience, such as table -- study or 
dark -- scared, and in her research, most words solicited 'affective' associations. This 
suggests that students develop word associations based on feelings, attitudes, or strong 
memories and impressions. 
   What follows are some more examples of associations that can be categorized as 
'affective'. This data was collected by the written word association method by 
Umamoto (1997: 112).  
	 	  

mountain -- kiss,  	 zoo -- date,  	 back -- future,  
cook -- fail,  	 sea -- freedom,  	 white -- birth  

 
Some of the above examples might be classified into 'nonsense' by Sokmen, because the 
coder might not be able to determine the relationship between the two items. Sokmen 
does classify the association between such ideas as scissors -- honesty and salt -- people 
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into 'nonsense', but I would suggest that association links should be judged not in 
absolute terms but in terms of personal experience. 
   McCarthy (1990: 41) also points out, from his own experience, that his knowledge of 
the word war brings with it associations from his reading experiences and his 
memories. This suggests that there lies a big difference in word association among 
individuals. Further, not only does the mental lexicon vary from person to person, but 
also it is always changing. McCarthy (1990: 42) demonstrates this as follows:  
 

The mental lexicon is never static; it is constantly receiving new input which has 
to be integrated into the existing store. Not only do new words come in but 
information about existing words is added too. This is a more obvious phenomenon 
for the learner and the L2 lexicon, but it is also true of L1. The webs of meanings 
and associations constantly shift and re-adjust; new connectins are woven, and old 
ones strengthened.  

 
If the above features of the human mental lexicon can be represented as computer data, 
I believe this would greatly help learners grasp the concept of the lexicon and would 
also aid them in the acquisition of both vocabulary items and collocational phrases. 
 
Hypertext: mimicry of human memory 
   The computer concept that most closely mimics the brain's ability to store and 
retrieve information is 'hypertext', which is defined by whatis.com (http://www.whatis. 
com/) on the Internet as follows:  
 

Hypertext is the organization of information units into connected associations that 
a user can choose to make. An instance of such an association is called a link or 
hypertext link.  

 
Hypertext was the main concept that led to the invention of the World Wide Web, 
which is, after all, nothing more (or less) than an enormous amount of information 
content connected by an enormous number of hypertext links.  

 
   The original idea of hypertext was put forward some 50 years ago by Bush (1945), 
whose article "As we may think" is available today via the Internet. Bush proposes a 
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system called "memex" that is based on the following concept of the working of the 
human mind:  
 

It [the human mind] operates by association. With one item in its grasp, it snaps 
instantly to the next that is suggested by the association of thoughts, in 
accordance with some intricate web of trails carried by the cells of the brain.  

 
   Under the hypertext framework, various kinds of information -- not only text, but 
graphics, sound, and video -- are interconnected by links. As has been shown above, 
hypertext and the mental lexicon have much in common, and this suggests that 
making a psudo-mental lexicon based on the hypertext system may be a feasible and 
effective teaching approach. 
 
The Homepage 
   This computer and mental lexicon based teaching approach is put into effect by 
means of having students make their own hypertext pages, namely the homepages. 
The original meaning of 'homepage' is the first Web page presented when you select a 
Web site by the browser software, but the term 'homepage' is also synonymously used 
as a Web page or a set of Web pages made by an individual or organaization. A Web 
page is a unit of information on the World Wide Web, the universe of 
network-accessible information. The World Wide Web can be seen as a kind of 
hypertext, and a Web page is produced by making a document written by the special 
computer language HTML (Hypertext Mark-up Language). HTML is said to be so easy 
a programming language that it can be handled by even a novice computer user. 
   The basic reasons for having learners make their own homepages are that 
homepages are not only an effective metaphor for the mental lexicon but they are in 
addition both easy to make and interesting to use. In an ideal 'homepage' lesson, 
computers would be made available for each individual learner. This would not only 
allow the lesson to be carried out as a classroom project but it would also enable each 
student to create their own mental lexicon represented on the homepage (hereafter 
named 'My Mental Lexicon' [MML]). 
 
My Mental Lexicon (MML) 
   This section illustrates what My Mental Lexicon (MML) might look like. On the 
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first page of MML, students type in any words that pop into their minds. As Figure 1 
below shows, the word animal on page (1) is linked with the next page which contains 
dog, cat, bear, elephant, etc. In order to jump to the next page, the key word (in this 
case animal) has only to be clicked. The relationship between animal and cat is 
classified as superordination, while the relationship between cat and dog is 
co-ordination. This means that the link between animal and page (2) is based on the 
superordinate association. On page (2), a number of co-ordinates of cat and dog are 
collected. Pages (4), (5), and (6) are similarly connected with food, vegetable, and drink, 
respectively, on their previous pages. In addition to co-ordination and superordination, 
the collocational relationship can also be observed, as, for example, the link between 
coffee on page (6) and the entries relating to coffee on page (7). Similarly, the 
relationship between cat and its idiomatic expressions on page (3) can also be coded. 
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   Graphic information can also be used on MML. Pictures of animals, for example, 
could be put after each entry on page (2), thus making the lesson both more visually 
stimulating and more accessible to lower level learners. 
   There are other possible links such as movie -- Casablanca (favorite movie) and 
song -- Carpenters (favorite singer) based on personal experiences. These links might 
also be connected to famous movie lines and to the lyrics of the songs.  
   Some students might also link to a page which has an explanation or definition of 
words on the previous page. For example, a student might link the word part-time job 
to a page explaining what kind of job she does and how much money it pays. Another 
student might link the word elementary school to a page describing her own early 
school experiences.  
 
MML as a Classroom Tool 
   As an experimental study in the use of the homepage as a teaching tool, I had 
thirty- nine university students make their own MMLs1). Although the students had to 
spend much time acquainting themselves with HTML, they all seemed to enjoy their 
homepage-making activity. After the course, I collected the students' opinions, some of 
which are quoted below:  
 

This activity gave me a chance to ...  
...remember words which I had almost forgotten  
...learn a lot of new words  
...frequently consult dictionaries, both English-Japanese dictionaries and 
Japanese-English dictionaries  
...use picture dictionaries and encyclopedias  
...ascertain the spellings of words  
...look at the structure of English words in my mind  
...expand my own L2 word associations by the help of those in the Japanese 
language  

 
   Since their pages are innterconnected with one another, students can also look 
through others' MMLs, and as a result they come to the realization that word 
association for the same word often varies from person to person. Some students 
comment that their MMLs are not the same as their own mental lexicon, because the 
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MMLs are artificially made by collecting information from outside of their real mental 
lexicons. Through the process of making MML, however, what learners really do in 
their minds is to seek for L2 equivalents of lexical items from dictionaries and other 
sources, usually following the associative links of their own L1 mental lexicons. Even 
though MML is only a psudo-L2 mental lexicon, the process of making it is beneficial 
for learners, as it not only exposes them repeatedly to the L2 words and phrases on the 
homepage but it also forces them to search for and create links by using both their own 
L1 and L2 mental lexicons. In this way, the process of making MML intermediates 
between the L1 and L2 mental lexicons of the learners and should have the effect of 
storing the lexical items more firmly in their minds.  
 
Implications 
1. MML provides good word association exercises. 
   As Schmitt and Schmitt (1995: 137) point out, semantic maps are useful in helping 
students visualize the associative network of relationships which exists between new 
words and those they already know. McCarthy and O'Dell (1994: 4) also introduce this 
kind of exercise as a popular and useful way of expanding vocabulary. This kind of 
exercise on paper, however, often stops at the edge of the sheet. MML, on the other 
hand, has virtually no limitation, and the associative links of the learners are not 
restricted by space. 
   MML can also be used as a 'retrieval' exercise. When students are at a loss for 
certain words, related terms such as superordinates and co-ordinates will be helpful. 
When a student forgets the word giraffe, for example, s/he can explain by using a 
superordinate expression such as 'a yellow animal with a long neck'. Following the 
links back and forth on MML is a useful means of raising awareness of related words 
useful for such paraphrasing in communication. 
 
2. MML makes use of multimedia information. 
   As Chun and Plass (1996) and Heidemann (1996) show that learners profit from 
visual information on computers, and this supports the idea that pictures put on MML 
pages should facilitate the understanding of word meanings. Graphic information also 
makes the page-making activity and reviewing excercises much more fun. Although 
the hypertext system on which MML is based can deal with other multimedia 
information such as sound and video, these at present cannot be easily used on the 
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computer due to the huge amount of memory such use requires. In the near future, 
however, this situation should improve and it will then be possible to make full use of 
multimedia information to provide authentic materials which will, even with repeated 
use, maintain students' interest in and enthusiasm for learning. 
 
3. MML encourages independent learning. 
   In order to increase the number of pages on MML, students have to gather a lot of 
information about words and expressions, and in the making of successful pages the 
students' individual efforts are indispensable. This is the case with the use of 
vocabulary notebooks advocated by Schmitt and Schmitt (1995). Schmitt and Schmitt 
state that care should be taken not to spoonfeed too much information to students, as 
their individual efforts to discover and develop meaning enhance their learning of 
vocabulary. One drawback of Schmitt and Schmitt's loose-leaf or card-based 
vocabulary notebook, however, is that it sometimes fails to retrieve or misplaces 
information. MML, on the other hand, can effectively and efficiently use the computer 
retrieval system to retrieve all information. 
   Setting pages up on the World Wide Web also facilitates autonomus learning. 
Students can be encouraged to make their pages more refined by adding both text and 
graphic information.  
 
Conclusion 
   In this article I discussed the possibility of utilizing the homepage as a 
representation of the mental lexicon. From the discussion, it is clear that although 
there are some barriers to the introduction of such an approach, such as the necessity 
of complicated training in HTML and the current limitation on the use of multimedia 
information, the psudo-mental lexicon on the computer does seem to have a definite 
role to play in vocabulary learning. It should be noted, however, that a computer is not 
a general panacea for learning but can only be used as a tool to facilitate our own active 
learning of the target language. What MML offers for learners is active exposure to the 
target language and the provision of a rich source of expressions to serve them in the 
building of their own mental lexicons.  
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Notes 
1) Students' pages are linked with my homepage. 
	 	  (http://ipr.hijiyama-u.ac.jp/~umamoto)  
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[ 10 ] 

ハイパーテクストと英語語彙学習 
 
 
はじめに 
	 本研究は、インターネット上のホームページを用いた「英語語彙学習システム」構築の

試みである。まず、人間の記憶の「連鎖」と、ハイパーテクストにおける「リンク」との

類似性を指摘した上で、学習者の語連想をハイパーテクスト上に再現する活動の意義を論

じる。語連想を再現したホームページを「私のメンタルレキシコン 1) 」と呼び、その作成・

閲覧の過程を通じた語彙学習法を提案する。 
 
連想とハイパーテクスト 
	 ハイパーテクストとは、「テクストのいくつかのブロックから成り立つテクストとそれら

を結びつける電子リンク」「言語による情報と非言語による情報をリンクさせる情報メディ

ア」 (ランドウ 1996: 12)  を意味する。インターネット上のホームページは、ハイパー
テクストを用いた情報システムの代表例である。ページ上のテクストのある部分から、別

のテクスト (あるいは画像や音声) へリンク (またはハイパーリンク) させて情報を辿る
ことのできる仕組みになっている。この閲覧を可能にするソフトをブラウザと呼び、ブラ

ウザ画面上のマウスポインタをクリックすることにより、リンクされたページへ進むこと

ができる。 
	 多様に張り巡らされたリンクを辿っていくと、ときに出発した元のページに戻れなくな

ることがある 2) 。パソコン上で頻発するこうした体験は、身の回りで探し物をしていると

き、あるいは、何かの記憶をたどる際にしばしば起こる。探し物の途中で目移りしてしま

い、何を探していたのか忘れてしまったり 3) 、考え事の途中で次々に意識が飛び、今なぜ

こんなことを考えているのか分からなくなることがある 4) 。そんなとき、頭の中で起こっ

ている「意識の流れ」を辿ってみると、次々に連想の糸が紡がれていることに気づくであ

ろう。まさにひとつひとつの連想が「リンク」していく様子を目の当たりのする。そして

元の地点に戻るためには、あたかもブラウザの「戻る」ボタンを押しつづけるように、ひ

とつずつ連想の糸を逆戻りしなければならないのである。 
	 このように、連想の流れは、まさにハイパーテクスト的である 5) 。 
 
語の連想ネットワーク 
	 ある「語」に出会ったときに人間の意識に浮かぶ連想の流れを考えてみよう。例えば「雨」
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に続く連想として、「傘」→「骨」→「折れる」→「人付き合い」→「酒」→「飲まれる」
のように、連想の糸によって結ばれている。この糸は一方向へ進むだけでなく、「傘」以外

への連想、例えば「雨」→「降る」、「雨」→「雪」、「雨」→「しとしと」などのように、
「雨」を起点とした放射状の連想も考えられる。これらが複雑に絡み合って、連想に基づ

く語のネットワークを作り出しているのである 6) 。 
	 では、語と語を結ぶ「リンク」にはどのようなものが考えられるだろうか。 
	 Mackey (1965: 209) は、英語母語話者の連想の代表的なタイプとして次の種類を挙げて
いる。 

contrast (man → woman)  
similarity (blossom → flower)  
subordination (animal → dog)  
co-ordination (dog → cat)  
superordination (spinach → vegetable)  
part-whole (day → week)  
derivation (deep → depth)  
completion (black → board)  
predication (dog → bark)  
egocentrism (success → I must)  
assonance (pack → tack)  

 
	 Aitchison (1994: 84-85) は、語連想のパターンとして次の４つを挙げ、特に 
co-ordination、次いで collocation は英語母語話者の連想の主要なものであると述べてい
る。 

co-ordination (salt → pepper)  
collocation (salt → water)  
superordination (butterfly → insect)  
synonymy (starved → hungry)  

 
	 日本語の場合はどうであろうか。賀集 (1975: 25) は、「連想の分類に定説はなく、ある
基準に従っても判断に迷うことがしばしば生じる」と述べ、例として以下の分類を挙げて

いる。 
反対語 (手 → 足)  
対照語 (机 → 椅子)  
上位概念 (犬 → 動物)  
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下位概念 (花 → 桜)  
説明的いいなおし (あぶない → 危険)  
同位概念 (かなりや → うぐいす)  
心情的反応 (人形 → かわいい)  

	 語連想のデータは比較的容易に収集することができるため、このほかにも語連想の分類

を記述した研究は多い。それらの分類方法の中には類似のものも多く見られる 7) 。 
	 筆者が大学生に対して行った調査のデータをもとに、その具体例を分類してみると、以

下のようになる 8) 。 
    a.意味的 

上位語・下位語	 apple → fruit , animal → dog 
同格語	 breakfast → lunch , ear → nose 
同義語・類義語	 delicious → good , house → home 
反義語	 good → bad , wife → husband 
属性・近接関係	 house → garden , man → father 

    b.統語的 
コロケーション	 drive → car , blue → sky 
熟語	 take → out , talk → to 

    c.形態的 
派生	 music → musical , enter → entrance 
複合語	 friend → friendship , rule → rulebook 
語の活用	 be → been ,	 our → us 
綴りの類似性	 cute → cut , mouth → month 

    d.音韻的 
母語との類似音	 kill → wear (着る) 9)  

    e.経験 (エピソード)  
大衆的	 hanburger → McDonald , dream → Martin Luther King 
個人的	 mother → chatterbox , zoo → date 

 
	 このように様々な分類が可能な語連想であるが、では、外国語学習者の連想反応は、母

語話者のそれと比べてどのような特徴を持っているのであろうか。 
	 Meara (1982: 114-19) は、大人の母語話者、子どもの母語話者、非母語話者の特徴を以
下のように述べている。 
    a.大人の母語話者の場合 

・black → white, bread → butter のような連想のステレオタイプが多い。特に
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英語は他の言語に比べてこのステレオタイプな反応が多い。 
・paradigmatic な連想 (例えば dog から cat, bone, tail, collie など) と 
syntagmaticな連想 (例えば dog から bites, barks, fierce, stupid, hot など) を
くらべた場合、一般に paradigmatic な連想のほうがはるかに多い。 

    b.子どもの母語話者の場合 
・pagadigmatic よりも syntagmatic な反応が多い。 
・white → fight, while のような、音声的な結びつきをもった連想が多い。 

    c.非母語話者の場合 
・母語話者と比べてステレオタイプの連想は少ないが、第２言語能力の向上に伴

い、母語話者のと違いが減少する。 
・音声的な結びつきの連想が多い。 
・子どもの母語話者と同様に syntagmaticな連想が多いとは限らない。 

 
	 Shimizu (1997) は、学習者のレベルが低くなるほど、英語母語話者に特徴的な 
co-ordination と collocation の反応が少なくなることを指摘している。また、連想反応に
は、学習者の持つ文化的背景の影響が大きいと述べている。 
	 第２言語として日本語を学ぶ学習者の語連想を調査した谷口 (1995: 32) は、初級学習
者はエピソード、中級は概念を中心としたネットワークを形成する傾向にあると述べてい

る。 
	 外国語学習者の持つ語の連想ネットワークについては明らかにされていない部分も多い

が、上に述べたような研究から示唆されることは、上級者になるにつれ、連想のパターン

が母語話者に近づいていくのではないか、ということである。 
 
外国語の学習と語の連想ネットワーク 
	 では、語の連想ネットワークと言語学習との関係はどうであろうか。 
	 阿部ほか (1994: 49) は、連想の意義を次のように述べている。 
 
連想のメカニズムは、隣接して出現するであろう単語あるいは同一文中に出現してく

るであろう単語を活性化させるためというよりは、もう少し広い範囲の文脈の中で、

関係のある単語を活性化させやすくしておくために存在する、と考えたほうがよさそ

うである。あるいは、連想のメカニズムは、単語の認知や文の理解に際してよりも、

文の産出の際により大きく機能しているかもしれない。というのは、文を産出する際

にはある意思 (idea) を表現するために単語を選択しなければならないが、そこでこ
そ連想や意味内関連性が大きな役割を果たしている可能性があるということである。 
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	 Richards (1976: 81-82) は、「語を知っていること」の一要素として "knowledge of the 
network of associations between that word and other words" を挙げ、こうした知識は言
語使用の際に、コンテクストに相応しい語を選択する上で有効であると述べている。また 
Mackey (1965: 209) も同様に、"The more links there are between words, the more we 
can say with them." と述べている。 
	 また、エイチソン (1997: 61) は、「それぞれの単語は、人間がひじょうに多くの単語を
すばやく、思い出したり見つけだしたりすることができるようにする、膨大な数の結合に

よってできている、複雑な網のなかに編み込まれている。」と述べ、やはり連想から検索が

容易になる点を示唆している。 
	 語を表出する際の検索を容易にする語連想が、言語体験の積み重ねによって「自然に」

築かれていくことは想像に難くない。しかし、母語話者と比べ、接する目標言語の量や時

間が物理的に乏しい外国語学習者にとっては、「意図的に」連想ネットワークを広げていく

ことも、有効な方法となり得るのではないだろうか。 
	 学習者自身による連想ネットワーク作りにより、語の記憶が促進されるという研究 (谷
口 1995: 33, Fraser 1995: , Chanell 1988: 94) とともに、語のネットワークを利用した 
semantic mapping の実践は数多い (McCarthy and O'Dell 1994, Schmitt and Schmitt 
1995, Sokmen 1997) 。しかし、黒板や紙上の活動には自ずと限界がある。学習した語の
連想ネットワークをすべて記録にとどめ、継続的に追加していくには、物理的なスペース

が不足するのである。 
	 そこで、コンピュータのハードディスク (サーバ) を記憶媒体として用いれば、記録ス
ペースの物理的限界をほぼ克服することができる。しかも、継続的な情報の更新も容易で

ある。また、上で述べた「ハイパーテクスト的」な連想のリンクを、「視覚的に」再現でき

るのである。McCarthy (1990: 35) は、人間のメンタルレキシコンを、「コンピュータ」の
メタファーで表現しているが、まさにそのメタファーに倣い、コンピュータを擬似的な「脳」

として扱うのである。 
 
連想を用いたハイパーテクスト語彙学習法 
	 これまでの議論に基づき、筆者は大学における授業の一環として、学生とともに「私の

メンタルレキシコン」というホームページを構築しつつある 10) 。一言で言えば、各自の

語連想に基づく英語表現のネットワークである。一例を示そう。 
 (1)  enjoy から連想する語の一覧として、drink, drive, [ eat ], listen, read, smile, 
study, talk, write, health, hobby, life, sports など、多くは目的語として enjoy と「コ
ロケーション」関係にある語がひとつのページに列挙されている。 
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 (2)  上の一覧から eat をクリックすると、eat から連想する語の一覧として、bread, 
fish, fruit, [ meat ], noodle, rice, sweets, vegetable, breakfast, dinner, lunch, snack, 
supper, cafeteria, restaurant など、目的語として「コロケーション」関係にある語
や「近接関係」にある語の列挙されたページにリンクされる。 
 (3)  次に meat をクリックすると、beef, [ chicken ], lamb, mutton, pork, sausage, 
ham, bacon, mince, barbecue, steak など、「下位語」や「近接関係」にある語の一覧
ページに飛ぶ。 
 (4)  次に chicken をクリックすると、次のページには、hen, rooster, nugget, 
Kentuckey, [ egg ], bird など、「同格語」「コロケーション」「近接関係」「大衆的経験」
に関わる連想語のほかに、映画 Back to the Future からの台詞 "What's wrong, 
McFly? Chicken?" などが列挙されている。この用例は、映画の視聴により記憶に残
っていたもので、「個人的経験」に分類されるであろう。 
 (5)  さらに egg をクリックすると、fried egg, sunny-side up, omelet, scrambled 
egg, boiled egg などの料理の種類 (「属性」に分類されよう) や、egghead, Humpty 
Dumpty など、「複合語」や「大衆的経験」の連想から来る語の書かれたページへ進
む。 

このように、ある語から連想される語の一覧 11) がひとつのページに列挙され、それぞれの

語からの連想は、新たなページに記述されていく。その際、筆者が上で示した連想の分類

に照らし合わせてみても、様々な種類の連想がリンクを形作っていることに気づく。 
	 この「私のメンタルレキシコン」の作成過程には、次のようなものが含まれる。 
    (1)  母語による概念の利用 

	 英単語の語連想とは言え、多くの場合、日本語の語連想に対する英訳を調べ、ホ

ームページに書きこむことが多い。たとえば上の egg のページの場合、まず卵料
理の「卵焼き」「目玉焼き」「ゆで卵」などの日本語の連想があり、それに対する未

知の英語表現を和英辞典で補いながらその英訳を列挙するのである。 
    (2)  語の使用例の収集と作成 

	 ある語からの連想として、映画の台詞や歌詞を思い浮かべる場合がある。上の 
"Chicken!" の例がそうである。また、連想した語が実際に使われている用例を新
聞・雑誌・小説などから拾い、追加していくこともある。また、連想した語にまつ

わる個人的なエピソードを英語で表現する場合もある。family のページに英文で家
族の紹介を書いたり、school のページに自分の学校生活を紹介した英語を書いたり
するのがその例である。 

    (3)  周辺情報の活用 
	 ある語から連想する事柄について、インターネット上に存在する様々なサイト 
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(ホームページ) にリンクを張る。上の例で言えば、egg のページの Humpty 
Dumpty をクリックすると、マザーグース関連のサイトにリンクしている。映画の
台詞からその映画のページへ、cake からレシピのページへリンクする場合などが
ある。 

    (4)  反復学習 
	 各ページの内容を追加・修正する段階で、一度書きこんだ項目を再検討すること

になり、これが期せずして反復による既知語の定着学習となる。また、学習者相互

のリンクにより、他者の語連想から自らの語連想を振り返る機会を持つことができ

る。 
	 以上の過程を経るホームページの作成、閲覧を繰り返すことは、反復を伴う「語彙学習

システム」として機能するものと考えられる。学習者の反応として、以下のような声が挙

がっている。 
・忘れかけていた単語を思い出した。新しい単語を覚えた。 
・普段より辞書を引く回数が増えた。英和と和英の辞書をフル活用させた。 
・単語の綴りを確かめながらやっているので勉強になる。 
・頭の中の英語の構造がはっきりしてきた。 
・同じ単語から連想するものが人によって違う。 
・英語の発想力に強くなった。 
・便宜的に作られたリンクが多い。真のメンタルレキシコンと違う。 
・百科事典など、いろいろな事典を活用した。 
・調べながら連想が広がっていった。 

学習者は、ホームページ上に語連想を記述するという目標達成のために、既に有している

語の知識を確認したり、母語による連想を頼りに新たな英単語と出会うなど、語の定着・

拡大を行っている様子が分かる。 
	 ある学習者が指摘しているように、この活動でホームページ上に作られた連想のネット

ワークは、学習者自身の頭の中のそれと一致しているわけではない。後者のネットワーク

を確立するための一手段に過ぎない。ホームページの作成・閲覧を通じて、語の記憶を促

進し、語の検索を容易にするためには、継続的な取り組みが必要となろう。 
 
おわりに ― 今後の展望と課題 
	 本論文において、ハイパーテクストを用いた「語彙学習システム」構築の可能性を探り、

ホームページ作成を柱とする語彙学習法を提案した。これは、記憶の連鎖と類似の構造を

持つハイパーテクストを用いて、語の連想ネットワークを記録し、閲覧・修正を繰り返す

ことを通じて、語彙力の向上を目指すという方法である。 
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	 今後の課題としては、個々の学習者によって作られたホームページと、学習者が実際に

身につけた語彙力との関係を探ることが残されている。どういった連想パターンが語の記

憶や定着、あるいは表現力の向上に有効にはたらくのか検証していきたい。 
	 もちろん、学習者によって作成されたホームページは、常に修正やリンクの拡大が行わ

れ、増殖を続けていくであろう。これを英語学習のための「語彙データベース」として、

より有効な活用法を模索していかなければならない 12) 。このデータベースが学習者の「頭

の中の語彙」を反映したものであるならば、その分析は今後の語彙指導研究、あるいは学

習語彙の選定に大きな示唆をもたらすであろう 13) 。 
 
 
注 
	 1) McCarthy (1990: 42) はメンタルレキシコンを次のように説明しているが、「私のメ
ンタルレキシコン」はこの過程をホームページ上に再現しようとしたものである。 

The mental lexicon is never static; it is constantly receiving new input which has 
to be integrated into the existing store. Not only do new words come in but 
information about existing words is added too. This is a more obvious phenomenon 
for the learner and the L2 lexicon,but it is also true of L1. The webs of meanings 
and associations constantly shift and re-adjust; new connections are woven, and 
old ones strengthened.  

	 2) 本研究は、筆者がホームページとその閲覧ソフト (ブラウザ) に初めて出会ったとき
の体験に端を発する。家電専門店のパソコンで、様々なリンクの張り巡らしてあるホーム

ページを閲覧中、ふと 初のページに戻れないことに気づいた。ブラウザの「 (前のペー
ジに) 戻る」というボタンの存在を知らなかったのである。先へは進めるが、後戻りでき
ない。つまりネットサーフィンに失敗し、「ハイパー空間で迷子になる病」 (ローレル: 243) 
を経験したのである。 
	 探し物の例として、自分の研究室で英詩の本を探していたとしよう。目指す本が収納さ

れていそうな棚を眺めていると、辞書論の本に出会う。ちょっと寄り道のつもりで辞書論

の本を眺めていると、PODの 5版に関する記述を見つけ、現物の PODを別の棚に捜し求
める。その辞書の並んだ棚のなかから、『悪魔の辞典』に目が行く。また寄り道してページ

をめくると、obsolete の記述に目が釘付けになる・・・	 こうして、目当ての英詩には決
して辿りつくことはない。 
	 3) 「かつての同僚」が勤める大学の前を通って、その同僚のことを思い出し、そう言え
ば彼はいま「ドイツ」だな、などと考えていると、ドイツを訪ねたことのある「学生」が

ゼミにいたことを思い出す。彼女の家族がホストファミリーをつとめた「オーストラリア
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からの留学生」に「日本語を教えた」ときに使った「歌謡曲」へと連想は続く。「かつての

同僚」→「ドイツ」→「ゼミ生」→「オーストラリアからの留学生」→「日本語の授業」
→「歌謡曲」・・・というように。ふと、なぜ今あの歌謡曲のことを考えているのか、と
立ち止ってしまう。 
	 4) 松岡 (1996: 53) は、「脳の中は、知識やイメージを無数の「図」のリンクを張りめぐ
らしているハイパーリンクなのである」と述べ、まさに脳内のリンクをハイパーテクスト

的なものとして捉えている。また村上 (1996:30) も、「人間の知識構造は、分岐する神経
細胞同様、自由な連想で組み立てられたネットワークを形成しているため、それに類似し

た構造を持つハイパーメディア空間は、人間の内発的な知識獲得のプロセスに沿った情報

の検索を可能とし、知識の広がりや思考の深まりを支援する」と述べている。 
	 もちろん、人間がコンピュータを真似たのではなく、コンピュータが人間の脳を模倣し

ながら進化しているのである。 ハイパーテクストの概念を初めて示したとされるブッシュ 
(1997: 82) [*原文は 1945]は、次のように述べている。 
ヒトの頭脳のアナロジーから得られる 初のアイデアは、情報の選択に関するものだ。

索引でなく、連想による選択を機械化できるかもしれない。こうした機械によって、

ヒトの連想作用におけるほどのスピードと柔軟性を望むことはできないにせよ、記憶

装置から再現される事項の永続性と明瞭性という点で、ヒトの頭脳を決定的に打ち負

かすことも可能なはずである。 
	 また、ボルター (1994: 36-37) は、従来の「ツリー (あるいはアウトライン) 」型の文
章作成と、ハイパーテクストによる「ネットワーク」型のものとを対照的に捉え、後者と

連想との関連を次のように述べている。 
連想はいかなるテキストにおいても常時存在しているのである。或る一つの単語はも

う一つの単語へと反響する。或る一つの文なり段落なりがそのテキストの中で既に現

れた他の文や段落を想起させ、さらに又別の文・段落を期待させる。書き手は連想に

よって書くしかないのだ。すなわち、たとえ書き手がアウトラインから書き始め、そ

れに忠実であり続けても、結果はいつも言語的要素のネットワークとなる。 (中略) 	 
近代の書籍では、内容目次 (章がリストアップされ、時として節も書いてある) が階
層秩序を規定し、その一方でテキストに浸透している思考の間の連想関係を索引が記

録する。 (中略) 	 全てのテキストが究極的には言語的要素のネットワークであると
すると、コンピュータはそうしたネットワークを記憶し、書き手と読み手に提示でき

る初めてのメディアということになる。 
	 6) 語のネットワークにおいて、「網の目」の結び目に当たる語を「ノード」と呼び、ノ
ード間を結びつきを「リンク」と呼ぶ。 (Pearson and Johnson 1978: 26)  
	 7) そのほかの分類例を挙げる。 
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	 森川 (1965: 73) は、次のような分類を連想反応の多い順に紹介している。 
派生語 (sign → signal)  
下位概念 (dog → terrier)  
反対または対照 (dark → light)  
部分→全体 (day → week)  
全体→部分 (flower → petal)  
同格語 (dog → cat)  
非常に似た発音と文字の語 (flower → glower)  
述語 (dog → bark)  
短い類似語 (dark → mark)  
上位概念 (dog → animal)  

	 阿部ほか (1994: 44)  
反意語関係 (long → short)  
熟語関係 (boy → scout)  
随伴関係 (boy → dog)  
カテゴリー・事例関係 (犬 → 動物)  
類義語関係 (woman → lady)  
全体・部分関係 (手 → 指)  
頭語関係 (紹介 → 友人)  
事例・事例関係 (red → blue → green)  

	 玉村 (1975: 36) は、「借金取り」を刺激語とし、その反応語を、意味、音韻、文字、語
構成の面から分類している。 

 (意味面)  類縁関係 (「非人情」「請求書」) 、対義・反義関係 (「質屋」) 、類義
関係 (「とりたて」)  
 (音韻面)  語頭音 (「シャックリ」) 、語中音 (「ちゃっきり節」) 、語末音 (「カ
ントリー」) 、変音 (「キャッシリトン」)  
 (文字面)  類義・語種転換・類字 (「借銭」)  
 (語構成面)  前項 (「借金返済」) と後項に分け、後項では、名詞＋動詞＝行為者
名詞 (「月給とり」) 、名詞＋動詞＝名詞[動作名詞・道具名] (「ねずみとり」) 、
動詞＋動詞＝名詞 (「かりとり」) 、名詞＋動詞＝名詞[濁音化] (「ふちどり」)  

	 8) この分類は、馬本 (1997) で得られたデータを元に整理したものである。 
	 9) こうした語呂合せによる記憶法は、音の類似した母語と外国語の単語の持つ意味を視
覚的に結びつける「キーワード法」のバリエーションのひとつと考えられる (投野 1997: 
63) 。この方法は古くから連想記憶術としてポピュラーであり、「水中には魚多数住めり」 
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(魚多→water) 、「10 月は収穫時にして稲を刈り入れしも置くと場を塞ぐ」 (置くと場
→October) など、外国語学協会 (1911) に紹介されている。 
	 10) ホームページの作成には、Microsoft の FrontPage Express というソフトを使用
している。なおこの実践過程は、次のホームページ上に公開されている。 
	 	 http://ipr.hijiyama-u.ac.jp/~umamoto/ml.htm 
	 11) 連想の起点となる「ノード」ごとにページが構成される。各ページに記述される語
の群は、各自の自由連想に基づくもので、必ずしもシソーラスの掲載項目のように系統的

な並びにはなっていない。日本語のシソーラスとして有名な国立国語研究所 (1964: 7) で
は、「<ビール>をただ<酒・ウイスキー・スタウト>とグループをなすものとして扱い、<
飲む>や<ビヤホール>との関係を断った」と述べているが、本研究においては、より自由
度の高い語群を念頭に置いている。 
	 12) 現時点では、作成者自身の連想が唯一の検索キーとなるため、データベースとして
活用するには不充分と思われる。cgi を用いた「サイト内検索」を備えることにより、蓄
積された情報の検索がより便利になるであろう。 
	 13) マッカーサー (1991: 184) は、今日のコンピュータがそうであるように、ロジェの
『シソーラス』は「大脳のある種の類似体」であると述べている。池上 (1982: 209) が指
摘するように、語彙の体系性が連想関係に基づくのであれば、シソーラスのような連想関

係による単語の類別目録は、「基本語彙選定のための基礎データ」 (国立国語研究所 1964: 
1)  としての役割を担うことになる。本研究における学習者の語彙データベースは、この
点における可能性をも秘めていると考えられる。 
	 ※本研究は、平成 9-10年度文部省科学研究費奨励研究 (A) の助成を受けて行われたも
のである。 
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