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言語への目覚め活動
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1. CEFRの目的と「複言語・複文化能力」



• Council of Europe (2001) Common European 
Framework of Reference for Languages
• a core aim : to provide a common descriptive metalanguage

to talk about language proficiency.

• 『ヨーロッパ言語共通参照枠』
• 目的：言語能力について話すときに使用できるような、

共通の記述的メタ言語を提供する
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CEFR



- Plurilingualism is the ability to use more than one 
language

- 言語話者・学習者の視点からみた複数言語使用能力

- Multilingualism […] refers to the presence of several 
languages in a given geographical area, regardless of 
those who speak them.

- ある領域内に複数の言語が存在すること
（言語話者に直接かかわらない ）

• Council of Europe (2016) Guide for the development and 
implementation of curricula for plurilingual and intercultural 
education, p.20
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複言語主義／多言語主義



• “a given individual does not have a collection of distinct and 
separate competences to communicate depending on the 
languages he/she knows, but rather a plurilingual and 
pluricultural competence encompassing the full range of the 
languages available to him/her”. 
(CEFR, 2000, 168).

• 「ある個人は、その人が知っている言語ごとにばらばらのコミュニ
ケーション能力の寄せ集めを保持するのではなく、
むしろその人が使用可能な言語の全範囲を包含する
一つの複言語・複文化能力を保持する」
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バラバラの言語能力観

全体論的言語能力観

「複言語・複文化能力」CEFRにおける定義



2. 全体論的モデルの学術史概観



• Dell Hymes (1972) “ On communicative competence”
• 「言語のモデルは、コミュニケーション行為と社会的生活を考慮に入れ

た形でデザインされなくてはならない」（60）

cf.) N. Chomskyのモデル
linguistic competence/ linguistic performance

• Canal & Swain（1980）Communicative Competence
• 文法的能力 (Grammatical competence)

• 談話能力 (Discourse competence)

• 社会言語能力 (Sociolinguistic competence)

• 方略的言語能力 (Strategic competence)
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①社会言語学： 「理想的」言語能力への異議申し立て



François Grosjean (1985－) 

バイリンガリズムの全体論的見方

Vivian Cook (1990s)

« multicompetence »

Herdina and Jessner (2002) 

マルチリンガリズムの動的モデ

ル (DMM)
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②心理言語学：全体論的言語能力観の提示
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•“double monolingual view”
• 「バイリンガル＝１人の人物の中に２人のモノリンガルが入って

いる」との（古い）見方

• 問題点

1. 現実をまったく捉えていない

2. バイリンガルの自己能力観に（否定的に）影響する

3. 教育学・心理学の研究者はバイリンガリズムの利点よ
りも、難点（negative effects）に興味を持っていた
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フランソワ・グロジャンのバイリンガル研究



•“holistic view on bilingualism”
• 「バイリンガルの保持する言語は、全体で一つの

言語能力を形成している」との見方

• 相補性の原理 complementarity 
principle
• バイリンガルが、「生活において必要な領

域ごとに、どのように使用する言語を使い
分けているか」を示す

• バイリンガルの言語能力が環境の変化に
よって変遷することを説明できる

• 研究の前提が変化→能力査定方法も変化
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フランソワ・グロジャンのバイリンガル研究



• 複言語話者（multilingual）における、
competence, performance, proficiencyの関係

•MP≒C1+C2+Cn +CLIN ＋M< p

• MP＝multilingual proficiency

• C1/C2/Cn：competence in a particular language

• CLIN： cross-linguistic interaction
（異言語間の相互作用)

• M：emergent property

• p: performance
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動的マルチリンガル・モデル（DMM）



• 要素分離的(separatist) 
• 複言語話者の能力に含まれる言語や言語要素そのものは、そ

れぞれ区別された別々のモジュールと解釈する

• 全体論的(wholistic)
• マルチリンガリズムの複雑で動的なシステムの内部では、そ

の下位システムが互いに影響しあい、相互に作用しあってい
る

（Herdina & Jessner 2002; 150）
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動的マルチリンガル・モデル（DMM）



• 言語習得プロセスのモデル化
• 線形で連続的なものではなく、常に変化するプロセスとみな

す

⇒学習の記述・予測が可能

• 言語維持と言語喪失の議論
• 言語知識と能力水準の維持に関わる、社会的・心理的側面の

分析
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動的マルチリンガル・モデル（DMM）



• “a given individual does not have a collection of distinct and 
separate competences to communicate depending on the 
languages he/she knows, but rather a plurilingual and 
pluricultural competence encompassing the full range of the 
languages available to him/her”. 
(CEFR, 2000, 168).

• 「ある個人は、その人が知っている言語ごとにばらばらのコミュニ
ケーション能力の寄せ集めを保持するのではなく、
むしろその人が使用可能な言語の全範囲を包含する
一つの複言語・複文化能力を保持する」
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バラバラの言語能力観

全体論的言語能力観

「複言語・複文化能力」（再掲）



• 「DMMは、マルチリンガリズムを個々の言語システムから構
成される複雑な心理言語システムと見なす」

• 「教室での既存の言語知識を再活性化すること、すなわち、学
習者のマルチリンガル・レパートリーにすでに存在している言
語システムの上に構築することが、言語学習を促進すると示唆
される」

（Herdina & Jessner 2002; 161）

• 複数の言語を同時に扱う教授法→言語への目覚め活動
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DMM: 言語教授法への示唆



3. トランスランゲージングの言語モデル



• 2000年～アメリカのバイリンガル教育で「トランスラ
ンゲージング」という呼び方が使われるように

• “Languaging”とは言語の動的な使用を表す。

• オートポイエーシス⇒言語そのものではなく、使用者が言
語を用いて行う相互作用こそが重要。

• 「トランスランゲージングは、これまで言語に付与されて
きた
不均衡な政治的・社会的権力に抵抗し変革する言語実践を
指す」（García & Li 2015, Ch.2）
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「トランスランゲージング」概念の概要



• “translanguaging”とは、言語間の境界線を超越するだけでな
く、「ランゲージング」をも超越する。（García& Li, 2015）

• バイリンガリズム、マルチリンガリズム、カミンズの共通基底
仮説、複言語主義は、みんな「独立言語が複数あるということ
を前提にしている」から不十分

• ⇒「言語」という分類を使うこと自体を拒否する

21

「言語」区分そのものを否定
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伝統的バイリンガリズム
（２つの自律的言語体系）

カミンズの
言語相互依存モデル

動的バイリンガリズム
トランスランゲージング

García & Li (2015)



• バイリンガリズムは、「母語＋ほかの言語」という、加算モデルでは説
明できない。

• バイリンガリズムは、言語を使う人間とその環境との間に相互作用があ
り、相互に変革（transform）をもたらすという意味において、動的
（dynamic）なもの。

• モノリンガルな言語使用に見える現象がおこるのは、その時々の社会的
な要請に合わせた結果にすぎない

• 動的バイリンガリズム・モデルにおいては伝統的な個別言語の別はない。

(García & Li, 2015)
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「動的バイリンガルモデル」の新規性とは？



• Cummins, J. (1984): common underlying proficiency

• Grosjean, F. (1985)：The bilingual as a competent

• Cook, V. (1992) ：multi-competence

• P. Herdina and U. Jessner (2002) ：Dynamic Model of 
Multilingualism（DMM）

• CEFR (2000）: Plurilingualism/ pluriculturalism

• O. García (2009):Dynamic model of bilingualism
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全体論モデルを踏襲するように見えるが…



• Cummins, J. (1984): common underlying proficiency

• Grosjean, F. (1985)：The bilingual as a competent  

• Cook, V. (1992) ：multi-competence

• Herdina, P. and U. Jessner (2002; 130) ：Dynamic Model of 
Multilingualism（DMM）：multilingual proficiency

• CEFR (2000）: 複言語・複文化能力

• García & Li(2015): ・・・？
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トランスランゲージングだけは「能力」を定義しない



• What is Translanguaging? An interview with Ofelia García Posted Mar 
02, 2016

• https://www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201603/what-is-
translanguaging (Accessed: 2018/02/14)
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グロジャンによるガルシアへのインタビュー



• In your 2015 paper with Ricardo Otheguy and Wallis Reid, 
you state that we all have our own idiolect - a collection 
of individual lexical and structural features - and that 
there are large areas of overlap among idiolects so that 
we can communicate with one another. People call this 
sharing a language (e.g. English), something that is 
psychologically real for them, and yet you state that 
language is only a social and political construct, not a 
lexical or structural one. Can you explain?
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言語の区別は心的現実では？

「言語」区分についてグロジャンからの質問①



• Linguists can only describe linguistic features, but they cannot say as 
linguists which features constitute one language or another. The 
naming of a language is always a social, political and economic 
decision, not a linguistic one. Thus, it is not true that separate named 
languages have linguistic reality. However, it is true that languages are 
social constructs that have had very important real and material 
consequences in the lives of people, some bad, and some good. This 
social construction of language also has an important identity function 
for groups and individuals that cannot be denied. But named 
languages have often been constructed by a process of 
standardization that leaves out the practices of minoritized
populations.
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個別言語が言語学的現実を持つ、というのは明白な誤
りです。
個別言語とは、常に少数派の実践を無視する標準化の
プロセスによって構築されてきたもの。

「 「言語」区分についてガルシアの答え①



• Bilinguals, according to you, only have one idiolect made 
up of more lexical and structural features than 
monolinguals and a more complex socio-cultural marking 
of which features to use and when. What evidence do you 
have, cognitive or neurolinguistic, that bilinguals do not 
have separate idiolects, one for each of their languages?
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バイリンガルはそれぞれの言語に1つずつ、別々の個人
語を持たない、ということについて、

認知的・神経言語学的な証拠はありますか

「言語」区分についてグロジャンからの質問②



• I am a sociolinguist who has specialized in the education of 
bilinguals. My evidence comes from the classrooms and from 
listening to bilingual children. From the bilingual eleven year 
old who once told me: “Spanish runs through my heart, but 
English rules my veins,” concretely expressing that for him 
there is one language system that cannot be separated 
because otherwise it would lead to his death. From the five 
year old Spanish-speaker who was learning English by 
repeating after the teacher, “That tree is grander.” From the 
teacher who tells me that her young first graders are always 
talking to themselves in Spanish, even when working through 
English. 
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「私はバイリンガル教育が専門の社会言語学者だから、私が
言っていることの証拠は、バイリンガルの子どものいる教室
から来たものです。」

「スペイン語が心臓を、英語が血管を走ってる」という子ど
もの言葉（こそが正しい）

「言語」区分についてガルシアの答え②



• 「主体の内的現実には、社会的に名付けられた言語は存在
しない」

• 「スペイン語が心臓を、英語が血管を走ってる」という子
どもの言葉こそが真実
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矛盾

「 トランスランゲージング」理論の根本的問題



トランスランゲージングと言語教育？
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4. トランスランゲージングと言語教育



• 子どもの言語レパートリーを利用して意味構築に結びつけることで、子ど
もたちに批判性のある良心（Freire,1974）を育ませることができる
（ García & Li 2015, p.70）。

• 従来マルチリンガリズムの面からは重視されてこなかった「批判性」
(criticality)と「創造性」(creativity)に光を当てている。

• 批判性は、規範や新旧の境界を倒したり壊したりするために必要なも
の。そして批判性を最もよく表現できるのが、創造性。(García & Li 
2015)

• 「バイリンガル教育におけるトランスランゲージングは、学習
の実践であり結果である」（Canagarajah 2013: 174-5）

33

トランスランゲージングを利用した言語教育の「効果」



• 「この議論の最大の問題点、矛盾点とも言える点は、
そもそも個別言語の存在である、「xx語」という語を
使わずに論自体を説明することが不可能である点、ま
たトランス・ランゲージングの教授法や、学習方略を
含んだコミュニケーション方略の分析においても、こ
の語を使用せずに論じることが不可能である、という
点にある。「個別言語」は意味をなさない、と指摘し
ながら、それ抜きに理論化しきれない点に、現時点で
のトランス・ランゲージングの概念上の限界がある。

（加納, 2016; 16）
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理論的限界への批判
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まとめ：複言語教育とトランスランゲージング

• 複言語教育
• 言語教育の民主化／民主主義の促進のための言語教育
• 社会言語学の知見をふまえつつ、心理言語学のシステム論的モデル

に基づき、「能力」を提示する。
• 言語使用者（social agent）の言語能力の変化を記述できる
• →学習を記述し、説明できる

• トランスランゲージング
• バイリンガル教育（アメリカで抑圧されてきた）を志向する

社会言語学のみに基づいた主張
• システム論に関知しない
• その理論のみでは学習を記述できない
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では：日本への文脈化をどう考えるか

日本の文脈：

• 異言語話者の子どもの支援が必要な状況

• 法的「移民」身分の欠如⇒異言語話者支援の基盤がない

• 異言語話者のニーズ分析のための理論装置が必要

• 舶来の言語教育「理論」？「論の立て方」？のなかで、何を採
択すべきか



パワーポイント資料は
researchmapに掲載中

https://researchmap.jp/mayooyama

https://researchmap.jp/mayooyama
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