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言語文化研究紀要SCRIPSIMUSNbUq2001

CALLが外国語教育に及ぼす影響（１）
－テクノロジーは教師を超えられるか－

東矢光代

１．はじめに

国を挙げてのIT化の波に乗り、外国語教育においても以前の語学実験室

(LanguageLaboratoryⅢ以下LL）にパソコンが導入され、時代はＣＡＬＬＬ

(Computer-AssistedLanguageLearningLaboratory）へと移行しつつあ

る。一般の情報リテラシー教育とつかず離れずの様相を呈しながら、外国語も

パソコン、マルチメディア、インターネットを利用した環境の中で、教育・学

習が行なわれるようになってきており、この大きなうねりはおそらくＬＬが語

学教育に導入されたとき、あるいはそれ以上のインパクトを持って語学教師を

呑みこんでいくと思われる。そこにあるのは、「この波に乗らなければ語学教

師として生き残っていけないのではないか｡」という一種の恐怖感かもしれな

いし、「何とかしてこのテクノロジーが下火になるまで、やり過ごす方法はな

いか｡」という思いかもしれないし、あるいは「これで学生（生徒）の語学力

はきっと大幅に向上するぞ｡」という期待感かもしれない。

1990年代に入り、ＣＡＬＬ（コンピュータ利用の語学学習、Computer‐

assistedLanguageLearning）という分野は、外国語教育のなかで確固とし

た地位を占めるようになり、日進月歩のコンピュータテクノロジーと二人三脚

で発展してきた。コンピュータの専門知識を持たずとも扱える、アイコンを使っ

たＯＳの登場、より高性能のマシンの低価格化、汎用化、インターネットの登

場と発展に伴い、語学教師も学習者も容易にコンピュータを外国語学習に取り

入れることが可能になった。しかもコンピュータ・インターネットの発展が

｢英語」という言語を中心に行なわれたため、世界における英語の地位も向上

し、英語教育もより一厨の注目を浴びるようになった。

しかしコンピュータが外国語教育に受け入れられ、コンピュータを取り入れ

た教育実践が多数行なわれ、その効果が紹介されるようになった今日、問題点
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も浮上している。一口にＣＡＬＬと言っているものが現実には多種多様な形態

を取るにも関わらず、十羽一絡げの状態で「コンピュータを取り入れた英語教

育を行なえば効果がある。取り入れるべきだ｡」という一般論によって理解さ

れがちである．その結果「どういう学習者（どの年令、どの語学能力レベル)」

に「いつ」ＣＡＬＬをほどこせば良いのか、という指標が何も示されないまま

実践だけが先走っている感がある。さらに、ＣＡＬＬを効果的に行なうための

教師の役割について、議論や疑問提示が不十分である。

このような現状を鑑み、本論では「ＣＡＬＬは語学教師の代わりができるの

か」さらに言うならば、「ＣＡＬＬは教師を超えられるのか」という刺激的な命

題について議論し、考察していきたい。問題点を整理するために、まず現在ま

でのＣＡＬＬ実践を概観・分類し、ＣＡＬＬと呼ばれている実践がいかに幅広い

ものを含んでいるか提示する。次にＣＡＬＬが、日本の英語教育に及ぼす影響

の中で、問題と考えられる項目について議論する。その過程で、学習者にどの

ような変化が起きて（あるいは起きることが予測されて）いるのかを考察する

が、その中でも特に、小・中・高・大とつながる英語教育のカリキュラムにお

いてＣＡＬＬがどのように取り入れられ、どのような学習者の質的変化をもた

らすかを予測する。それらを踏まえ最後に、ＣＡＬＬ導入における教師の役割

と注意点をまとめる.山

２ＣＡＬＬの形態：変遷とその特徴

コンピュータの教育的利用における形態変遷について、Ａｒｍstrong＆

Casement（2000）は合衆国の状況を以下のようにまとめている：

①1970年代後半～80年代前半：ＢＡＳＩＣの普及とプログラミングの教授か

ら始まり、パッケージソフトの充実とその利用が可能になった。ドリル演

習がメインであったが、そのうちＬＯＧＯと呼ばれる単純なプログラミン

グでグラフィックスを描くソフトが流行した。

②1980年代半ば：ドリル演習プログラムの普及が進み、算数用、語学用の

ドリルソフトが利用されるようになった。また統合学習システムと呼ばれ
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る、ネットワーク・個別化したコンピュータ利用の学習システムが採用さ

れた。

③1980年代後半：キーボード操作の獲得に重点が置かれ、教育用ＣＤ－ＲＯ

Ｍの開発・普及が急速に進んだ。シミュレーション・ソフトデータベー

ス系のCD-ROMが好まれ、紙面上の教材を駆逐し始めた。また生徒の作

品をデジタル化する試みも多くの学校で受け入れられた。

④1990年代半ば：インターネットの登場により、学習の場が現実の教室の

制限を受けなくなると同時に、アクセスできる情報量が圧倒的に増加した。

（Ａｒｍstrong＆Casement,2000,pp20-26を要約）

これらの変化の大きな流れとして、学習者と機械とのかかわりが、「受動か

ら能動・参加型」へ、「ドリルからゲーム」へ、さらには機械を媒体としてそ

の先に存在する人間との「リアルコミュニケーション」へ移行していることが

分かる。

ＣＡＬＬも、そのような流れに乗って変化してきたと考えられる。国内で行

なわれてきたコンピュータ利用の外国語教育実践を概観すると、その初期にお

いてはマツキントッシュ社のハイパーテキストを用いた独自教材の開発が目に

付く。その後社会全体の情報化が進むにつれて、語学学習用のCD-ROMが市

販で出回るようになった。この段階までは受動的に情報を受け取り演習する活

動が中心であったが、インターネットの登場は、ＣＡＬＬ実践の質と幅を大き

く変えた。まず、インターネット上のＷＷＷ教材の利用（杉浦，１９９６；原田，

1996；古井，1996）によって外国語の情報量が劇的に増加した。英語のサイト

にアクセスすれば、全てが生きた英語の教材となり得る。また、物理的な距離

を越えて、媒体である機械の向こう側にいる人間と、コミュニケーションする

ことが可能になった。インターネットで世界中がネットワーク化されることに

より、ホームページ（川下，２０００；島崎，1996；堀内，1997）や電子メール

(秋山，１９９６；今村，１９９６；町田，1996)、あるいは電子／テレビ会議（兼松，

1996；前田，２００１；山内，1996）やチャット（朝尾，1996a，1996b，1996ｃ；

鈴木，2000,掲載予定）など英語で情報を発信する機会も生まれた（小林，

－６５－



2000；東矢，2000も参照)。

現在では語学学習用ＣＤ－ＲＯＭの分野でも、音声認識やグラフィックス技術

の向上に伴ない、学習者の発音を波形で表示したり得点化したりできるもの、

ビデオ教材をデジタル化し文字や音声と組み合わせた上で、音声教材の速度変

更や辞書機能の利用を可能にしたものなどがある（東矢，2000参照)。一方で、

1980年後半から1990年代にかけて、学習目標やレベルを絞った手作りの教材、

教育実践あるいはその効果の研究（東・野村’１９９８；川成，１９９９；Sakurai，

1992；佐久。１９９７；杉浦，1992；杉森，１９９８；竹蓋，１９９９；竹蓋他，１９９６；智

原，１９９５；舟生他，１９９９；平尾，１９９８；吉田，1992）が良心的な語学教師の

手によって行われてきた。ＣＡＬＬはその形態の多様性をもって大きく開花し

た状態にあると言えよう。ただしどの形態を、どの学習者に施すかの決定権は、

あくまで教師側にある。

３．ＣＡＬＬは外国語教育の目標を達成することができるか：その影響・可能

性と限界

前章でＣＡＬＬの形態や種類について論じ、それらが多岐にわたることを示

した。ではこのようなコンピュータの利用が外国語の学習にどのような影響を

及ぼすのか、問題点はないのか見ていきたい。

ＣＡＬＬと脳の情報処理．果たしてパソコンに向かって英語を勉強している

とき、学習者には何が起こっているのだろうか。コンピュータゲームをしてい

るときと、内田クレペリン検査をしているときの脳の画像の比較において川島

(2001）は、小学生であろうが大学生であろうが、コンピュータゲーム時に比

べ単純な計算をしているときの方が、脳が活発に活動することを報告している.

さらに川島は、従来の紙面メディアを用いた音読の効果にも言及し、「10年以

上、ヒトの様々な行動や認知、記憶などに関わる脳活動を測定してきたが、音

読や単純計算以上に脳を活性化させる活動には出会っていない（p､39)」と言

う。この報告結果を見る限り、ＣＡＬＬにおけるシミュレーションゲームやバー

チャルな外国語環境での脳活性化の効果に関しては、期待しすぎない方がよさ

そうである。
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川島（2001）の研究結果には、コンピュータ上での「読書」について、大量

の映像と様々な音が脳のパワーを使ってしまい、文字に注意が行かなくなる危

険性があることを示すものがある。これに関連して、映像・視覚情報の影響力

と外国語学習への利用に関する注意点については、竹内（2000）が詳しい。情

報が複数のメディアチャンネル（画像、音声、文字）で提示された場合、被験

者の理解が「画像」の情報に最も影響を受ける「マガーク効果」についても報

告がある。さらに保崎・鈴木（1997）の眼球運動の研究で、英語（外国語）字

幕に視線が吸い寄せられることや、。，Ydewalle＆Gielen（1992）の結果より

｢人間が情報を処理する際に、音声よりも視覚（文字）を優先する傾向が強い

こと（竹内，2000,ｐ９１)」に言及し、外国語教育のビデオ利用において字幕

の提示が効果を発揮するには、一定の語学力レベルが必要であるとしている。

もしＣＡＬＬ教材の中にビデオクリップなどが埋め込まれている場合は同様の

指摘がＣＡＬＬの効果にも当てはまるはずであり、その場合外国語教育におけ

るコンピュータ利用の長所として一番に挙げられる、文字・音声・画像情報の

統合的提示（杉浦、1992）は、一般の学習者にとって歓迎すべきことではない

のかも知れない。

ＣＡＬＬと動機付け．ＣＡＬＬ肯定論の先鋒とも言えるのが動機付けへの効果

である。ＣＡＬＬの利用によって学習者の意欲が向上したという報告は各所で

なされている（例えば塩沢，1996；鈴木，掲載予定；東矢，２０００；吉田，１９９２

を参照)。ではその意欲向上につながったのは何か、ということになるのだが、

ハイパーカードで教材を作成し学生に試用した吉田（1992）による、学生の感

想の報告では「曲や、絵が出るのは楽しい」「ゲーム感覚で学べる」「音も絵も

なかったら楽しくない」という結果が出ており、これは筆者がＣＡＬＬ実践を

通して観察した学生の感想とほぼ一致する。しかしながらこれらの感想は、動

機付けへの効果の裏に、画像や（言語以外の）音声情報に引きずられ、学習に

おける注意が散漫になる危険性を示唆していると考えられる。竹内（2000）は

｢写真」という画像情報が、中学生の被験者が英文内容を面白いと感じる割合

を有意に高くする現象（北条、1989）や、英文読解における画像の同期提示に

おいてカラーの画像の提示は、モノクロの時に比べ被験者が文章を短く感じる
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傾向を引き起こすが、英文内容の理解の向上にはつながらない現象（北条、

1991）について触れている。これらを踏まえ竹内は「音声に注意を引きつけた

学習をおこないたい場合には、映像、字幕、キーワードを最初のうちは与えな

い、つまり『メディアの多重化』をおこなわないことが有効な教育方略である

(p､９４)」とし、「筆者は、教材を数回提示し、最初の２～３回は音声のみ、あ

とのl～２回はメディアの多重化をおこない、最後にもう1度音声のみで提示す

る方法が効果的と考えている（p､９７)｡」と述べている。現在のところ、この

ような方略を反映したソフトが開発されたという話は聞かない。

ＣＡＬＬと便利性．杉浦（1992）は印刷教材、カセツトハイパーメデイア

教材が、提供する情報の統合の度合いと学習者の負担についてチャートにまと

めている（ｐ97)。それによると、情報の統合の度合いが高いハイパーメデイ

ア教材では学習者の負担は最低限である。その対極にあるのが印刷教材で、情

報統合の度合いが低く、学習者の負担が大きい。印刷教材とカセットの併用は

その中間にあたり、情報統合の度合いも、学習者の負担も中くらいとなってい

る。このことは学習者の負担が、ハイパーメディア教材の利用によって大きく

軽減され、学習者は気軽にいつでも、必要な情報の間を行ったり来たりしなが

ら学んでいくという「便利な」環境に置かれることを意味する。しかし、これ

は本当に学習者にとって好ましいことなのだろうか。パソコン上の教材には様々

なヘルプ機能が準備され、クリックひとつで電子辞書、注釈、音の波形、日本

語訳、はたまた「よくできました」人形の画像が飛び出してきたりする。この

ような機能のおかげで学習法そのものは効率よく、楽しく、簡単になったよう

に見えても、本当に学習効果は上がっているのだろうか。

ＣＡＬＬをはじめとするテクノロジーにおける「便利さ」には落とし穴があ

る。最近大学でも電子辞書を活用する学生が増えてきており、単語の検索が容

易になったと思うのだが、それによってもっと単語を覚えるようになったか、

もっと頻繁に、熱心に調べるようになったか、つまり学生の単語力が向上した

かと問われれば、「そんなことはない」と答えざるを得ない。むしろ電子辞書

の利用によって、辞書を引いたときたまたま隣の欄に載っていた、面白い表現

に出くわす、などという機会は永遠に失われてしまう。「自分のペースででき
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る」「何回でもトライできる｡」（吉田，1992）という学習者の一見ポジティヴ

な感想も、「自分のペースでの勉強だからクラスメートに合わせる必要がない

し、自分ができるところまででよい｡」「何回でも聴けるから集中しなくてもよ

い、聴けなかったらまたリピートすればよい」という論理に、摩り替えられる

危険性を孕んでいるのではないか。

ＣＡＬＬとリアル・コミュニケーション．「ＣＡＬＬは教室を飛び越えてリアル

コミュニケーションを行なうことができる」と言われる。実際にＬＬＡ

(LanguageLaboratoryAssociationⅡ語学ラボラトリー学会)錘関東支部が

行なった、中学校での英語教育におけるLL教室および情報教育施設（パソコ

ン室）の利用に関する全国調査（伊東，2000）ではＬＬと違い、情報教育室に

対して、インターネット利用を中心とした、異文化理解のための活動に対する

期待が高いことがわかっている。では、インターネット利用のＣＡＬＬの例と

して、画面上に同期で会話を入力していくチャットが、英語会話力の向上につ

ながるかを考えてみたい。鈴木（2000）は既存態勢のクラスにくらべ、チャッ

ト利用のクラスの方が発話回数が多い、と報告している。しかしその発話の中

身を見ると、文法の間違い、途中までしか続かない文、相手を特定できず宙に

浮く発話、トピックの唐突な展開など、顔を突き合わせての会話練習に比べ問

題が多く見られる。実際に英語でチャットを行なってみれば理解できると思う

が、「会話」するためには、相手の発話を待っている余裕はない。自分の発話

を入力し終えたと同時に、相手の応答を想定して、その応答に対する自分の次

の発話をタイプし始めなければ、スムーズなやりとりはできず取り残されてし

まう。しかし、想定した相手の応答と、実際に返された受け答えが一致しない

こともしばしばであり、そうなると自分の次の発話は相手の発話に適切に対応

していないという現象も起こり得る。あるいは自分がまだ半分しか発言してい

ないのに、相手がその半分だけの回答を見て発話したために話がそれて行った

り、自分が発話を入力するのに時間がかかっていると、相手は回答がないもの

として、別の質問を投げかけてきたりすることもある。結果として、ちぐはぐ

なやりとりがログに残ることになる。

鈴木はこれらを手紙や電話でのコミュニケーションと同列に捉えて「3d-ies
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でのコミュニケーションの特性（第６章)」と位置付け、だからといってチャッ

トを利用すべきでないという論理にはならないとしている。その論にも一理あ

るが、外国語でのチャットにはさらに考慮すべき点がある。私達は普段、母語

におけるコミュニケーションでは、持てる能力の一部をある目的に応じて使い

分ける。たとえば、チャットにおいて綴りや漢字表記が正しくなかったり、文

法が多少おかしかったり、文の脈絡がなくつじつまが合わないとぎれとぎれの

情報の寄せ集めだったりしたとしても、それがその発話者の語学力のすべてで

はない。時間を与え、適切な場所で適切な言語表現を求められれば、正しく、

意味の通った文章を作成することができるはずである。ただチャットにおいて

は、時間の制約（タイプする速度、相手との対話のやりとりをその場で求めら

れるなど）により、その能力を十分発揮できないだけである。

しかし外国語でチャットを行なう場合は、文法の間違いや、不適切な言い回

しを立ち止まって見直す機会が保障されていなければ、それ以上の学習は期待

できそうにない。思春期を過ぎた言語習得過程の研究では､negativeevidence

(反例）を明示したフィードバックを行なわない限り、異なるパラメータを持

つ母国語干渉によって起こるエラーは、化石化する恐れがあることが報告され

ている（遊佐、パーソナルコミュニケーション)。英作文においてはプロセ

ス重視（process-oriented）の考え方もあるが、最終的に目標とする結果

(product）に結びつかなければ、学習目標を達成したとは言えないはずであ

る。

チャットの利用による発話の増加は、ＣＡＬＬでのコミュニケーションにお

ける匿名性によるところが大きいと考えられる。つまり相手と顔を合わさずに

済み、相手に本当の自分を見られることもないので、「本当の自分以外の別の

自分」が会話しており、間違えても本当の自分が傷つくことがない、という安

心感が大きいのではないだろうか。もちろんこれ以外にも、「教室の外部者と

の交信なので、わかりきったことを相手に尋ねる会話練習をするクラスより、

もっと本当のコミュニケーションに近い」という意識も働いているだろう。し

かしチャットは「リアルコミュニケーション」の代替物にはなり得ない。九州

大学はチャットを組み込んだ３Ｄ画像のバーチャルコミュニティを開発（ラピュ
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タプロジェクト）したが、それにしても実際の学習者活動においては表情、ボ

ディランゲージ、発話の間合いなど、face-to-faceのコミュニケーションに比

べ失われる情報は補いようがない。パソコンがネイティヴの発音で、入力され

たチャットを読み上げてくれるかもしれないが、そこでは発音している相手の

口の動きを見ることも、自分の発話を受け入れるシグナルとなる呼吸のとぎれ

も、自分の発話によって引き起こされうる相手の表情のニュアンスも汲み取る

ことができないし、自分の口を動かして発音することもない。チャットをクラ

スに取り入れるとき、教育者はそのような限界を認識すべきである趣3.

ＣＡＬＬとゲーム性．シミュレーションやバーチャルコミュニティ形式のソ

フトにおける「ゲーム性」は、一見学習者を集中させているように見える。し

かし同時に「没我状態」を生み出す、と加藤（2000）は警告している。つまり

パソコンの中の世界ですべてが完結してしまい、周りの状況に注意が向かなく

なるというわけである。事実Sakurai（1992）は外国語学習クラスで、コンピュー

タの利用によって、教師の発言に向ける学生の注意力の低下や質問を全体でシェ

アして情報を発展させる活動の低下など、望ましくない変化がクラス内コミュ

ニケーションに生じることを観察している。東矢（2000）も、パソコン上での

活動に没頭して教師の指示を聞けなくなる、指示を忘れてしまう学習者の様子

を報告している。

一方で、ＣＡＬＬにおいては、学習者の目を引く『しかけ』が盛り込まれて

いるために、本来達成すべきタスクに集中できにくい、という指摘がある。

Ａｒｍstrong＆Casement（2000）はベストセラーとなった『カーメン・サン

ディエゴを探せ』という地理学習ソフトの教育効果について疑問を投げかけ、

｢年号や場所についてさらに深く理解するよりも、カーメンの居場所を知るた

めの手がかりを解くことが、調べ物の中心になっている（pl36)」と指摘する。

彼らはまた、読解力養成のためのお話ソフトについて、余計なしかけが多すぎ

るため、読者がお話の筋を追うより、どこをクリックすればどんな楽しい仕掛

けが飛び出すかを気にしながら画面を見ている現象を、危`膜している。前述の

ラピュタプロジェクトにおいても、学生が熱心になるのは実際のコミュニケー

ション（チャット）より、「自分」を示す画面上の人物の髪型・髪の色、服装
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などが自由に選ぶことだと言う（井上、パーソナルコミュニケーション)。

学習を「面白く飽きさせない」ものにするための工夫は、学習者をパソコン

画面に強く惹きつけ、より一層の没我状態に陥れるだろう。ゲームの面白さは、

本当の自分は傷つかないという安心感と表裏一体であり、そこでは脱現実社会、

わずらわしいコミュニケーションからの解放を味わうことができるだろう。そ

のような世界に慣れ親しんだ人間は、実社会においてどのようなコミュニケー

ション能力を発揮するというのだろうか。

CALL、コミュニケーション能力、情報処理．福島（2000）は脳障害におけ

る環境ホルモンの影響とともに、「情報シャワー」が子供たちの脳の情報処理

パターン（OS）を変えてしまっているという。行動・思考パターンが理解し

がたい若者のことを指して「新人類」と呼び、それ以前の世代のことを「旧人

類」と呼んだ過去を我々の多くが記憶していると思うが、「旧人類のＯＳが言

語的・論理的情報を処理するのに有用であるのに対して、新人類のＯＳは、大

量のイメージ情報を処理するのに適している。…思考形式も、旧世代は言語を

媒介に、論理的にものを考える部分が多いが、新人類はイメージ的・コラージュ

的・直感的に考える。（p､174)」と彼は述べている。新人類の脳のＯＳが旧人

類のものと異なるのは、現代のこどもが受けるテレビからの膨大な情報のうち、

特に言語を理解しない乳幼児期において、言語情報をあまり含まないイメージ

の部分だけが入力されるからだ、というのだが、これを外国語学習の場に置き

換えると、能力が充分でない場合には、目標言語で作られたインターネットの

ホームページを見る際など、画像だけが入力されてしまう可能性が十分あると

いえる。また「今の若い母親の中には、子供が泣いたときにも、抱っこしてあ

げたり、自分であやしたりするかわりに、ビデオデッキを回して子供の注意を

引きつける人が増えてきたようである。（pl73)」という福島の言は、ＣＡＬＬ

において学習者が教師の介入なしに、パソコンのみに向き合っている構図に通

じる所がある。

現代社会における過剰ともいえる視覚情報の入力は言語脳を退化させ、右脳

型人間を作るとHealy（1999）は指摘している。また東茂由（1999）は、近年

の視力不良の増加が危機的状況であるという報告とともに、前頭葉の発達低下
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（遅れ）が顕著であることを危倶している。東の引用したサイレント・ベビー

／サイレント・マザーの例は、最近の若年層の無気力・無表情傾向をよく表わ

している。母親からの働きかけが少ないと、赤ん坊は無気力・無感動のまま大

きくなる。このような場合、表情のコミュニケーションが極端に乏しくなり、

それが意欲をつかさどる前頭葉の未発達の原因となるという。これでは学習に

対する意欲も低下するし、現実のコミュニケーション能力の発達・穫得に支障

が出ないとも限らない。「たとえモスクワやマドリッドの小学生とオンライン

でつながっても、それでクラスメートと仲良くできるわけではない。直接的な

体験の代替品はないのだ。（ｐ307)」とするＡｒｍstrong＆Casement（2000）

の指摘は重要な意味を持っている。

現代の若者は視覚情報に大きく頼り、他の情報入力の機会が極端に減少した

ために、文字による情報処理パターンがしづらく、しかも学習意欲も低下傾向

にある。一方でインターネット、衛星放送、映画、スポーツ中継、英語書籍の

入手しやすさなど、国内にいても英語を勉強できる環境は改善されている。な

らば身の回りの英語教材について、学習者がもっと興味を持って読んだり、ソ

フトを利用したりする現象が起こってもよいはずだが、現実はそうでもない。

近い将来英語学習は、携帯電話の端末や遠隔授業などで、「いつでも、どこで

も、だれでも」できる環境になると考えられるが、果たして効果はどの程度上

がるだろう。学習者の脳そのものが、働きかけてくるものにのみ興味を示すよ

うに慣らされ、自分から五感を通して働きかけることをしないＯＳになりつつ

ある。室橋（1989）は能動的体験の重要性を示唆する２つの研究に言及してお

り、「受身で[目からのみの]感覚体験を積むだけでは、私たちに与えられた⑬

知的能力”は発達しない（ｐ209)」としている。

ＣＡＬＬと個別学習．ＣＡＬＬの利点としてさらに挙げられるものに、「個人の

レベルに合わせた学習」がある。一斉授業ではある一定のレベルの生徒に向け

て授業が行なわれるため、その内容を「難し過ぎてついていけない｣、と感じ

る者もいれば、「やさしすぎて退屈だ」と感じる者もいる。そこで、その学習

者の能力に応じたレベルの教材を、コンピュータで個別に演習させることによっ

て、個人個人の実力を伸ばそうとする試みがある。このようなＣＡＬＬでは他
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人に後ろめたさを感じたり、じれったさを感じたりせずに、「自分のペースで」

勉強できる。特に繰り返しの演習を必要とする文法や、リスニング練習、発音

練習などには効果的だと思われているし、実際学習者の動機付けには大きく貢

献しているようである。しかし忘れてならないのは、文法の問題を間違わなく

なることが語学教育・学習の最終目的ではない、という点である。リスニング

や発音練習にしても、その先（あるいは同時）に実際のコミュニケーションの

機会があり、そこでより円滑なコミュニケーションを行なうことと有機的に連

携されて初めて、演習の価値が認められるべきではないだろうか。

Ａｒｍstrong＆Casement（2001）によれば、合衆国では、個々の能力に応

じ学習を行なうコンピュータシステム（統合学習システム）は、期待されたほ

どの効果を上げていない。むしろ個別学習により、仲間どうし共通の学習話題

がなくなり、お互いに問題解決方法を教えあったり議論したりする機会が減っ

てしまうことのデメリットが説かれている。学習は単なる知識の受け渡しでは

ない。システムに搭載された情報を記憶するだけではなく、どうすれば間違い

がなくなるのか、より効率のよい改善方法はないのかなど、問題解決を行なう

ことも重要な学習である。このような学習のためには、生の人間とのやりとり

が有効である。能力の低い学習者が高い学習者に教えてもらうことは効果的で

あるし、能力の高い学習者にとっても、自己の解決方法や学習した内容を他人

に伝えようと言語化することは、理解を深めるのに役立つからである。

ＣＡＬＬと運動機能．基本的に、ＣＡＬＬでは学習者がパソコン画面を見て操

作を行なうため、現実の（従来の）言語活動と比較して、身体機能の活用が著

しく落ちる。・言語の習得を問題にする場合、専門家は発話の言語的状態すなわ

ち文の長さや文法、語彙、発音などに注意を払いがちだが、発話と運動・呼吸

の関係も軽視すべきでない。母語習得の分野では、身体の動きおよびその発達

(機能向上）が言語の発達に先行し、影響を及ぼしていることが確認され始め

ている。すでに麻生（1992）は、ことばの理解・産出の前提としての「ことば

としての身体（ｐ384)」に着目し、言語穫得の前段階において「身体」が

｢自己と他者をつなぐある種のことば」であるかのように機能すると説いてい

る。また南（2000）は、母語獲得において手の機能の発達がことばの発達に影
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饗を及ぼす可能性が高い、としている。正高（2001）は、赤ん坊がことばを話

すようになる過程のなかで、先行して同期的に見られる足の運動・手の運動が、

呼吸コントロールの痩得に寄与し、哺語の習得につながることを発見している。

さらにことばの獲得の背景にある概念の獲得において、正高は、心理学的アプ

ローチですでに確認された「指差し」や「三項関係」に加え、「行く・来る」

という視点動詞（自分を相手の立場に心の中で置いてみて、その視点と自分の

視点とを適切に使い分けることを必要とする動詞）の習得においても、その動

詞の示す動きを正しく示す腕の動作の獲得が、ことばの使いかたの獲得に先行

することを報告している。音声言語が正しく漣得され、言葉のみでコミュニケー

ションが成立するようになると、その習得を助けたからだの動きは消滅する傾

向にあるため、正高のように、第一言語をすでに話し始めたあとの段階での

｢からだの動きを用いた言語穫得」についての研究例は少ない。

しかし、言語穫得・学習と運動機能とを結びつけるアプローチは必要であろ

う。増田（1998）は音声と動画像の同期計測器を用いて、自閉症を伴なう重度

の知的発達遅滞であるＴ君という被験者の、音楽療法前と後の発話および身体

の動きを研究した。その結果、音楽療法の刺激が発話だけでなく身体運動をも

活性化したこと、呼吸法の改善により発話が向上したこと、発話の際リズムに

合わせた頭部の動きが療法前後で見られたものの、前では頭部のみの硬い動き

で表情にも緊張が見られたのに対し、後では笑顔を伴ない、頭部・手の動きを

含めた上半身の複雑な動きに変化したことが報告されている。増田によれば、

ことばと身体運動との密接な関係は障害者の言語活動にのみ当てはまるもので

はなく、例えば発話の際手をたたいてリズムをとることは、健常者のプロソディ

と母子音の向上にも、つながると述べている。

これらの結果は、外国語の習得過程においても、当該の発話内容および発音

に合わせた手の動きなり、からだ、特に上半身でのリズムを取る動作なりが出

現する可能性を示唆している。同時に、目標言語に合わせたからだの動きを奨

励することが、学習を促進する可能性も無視できない。翻ってパソコンの前に

座って行なう発話練習を考えるとき、学習者のからだは硬くなり、その動きは

最小限に留まってしまうだろう。そのように閉じたからだのままでは、スムー
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ズな現実のコミュニケーションは期待できないことを、ＣＡＬＬ利用者は認識

しておくべきである（森岡，1988参照)。

４．小・中・高・大の外国語教育カリキュラムの連携とＣＡＬＬの導入

公立小学校でも2002年度より、「総合的な学習」の時間内に英語を教えるこ

とが、認められるようになる。モデル校として先行的に英語を取り入れた小学

校の中には、コンピュータ・リテラシー教育と組み合わせた英語教育を行なっ

ている学校もある。小学校の段階では「英語力」そのものを向上させる効果よ

りも、異文化に対して柔軟な姿勢を取る、すなわち外国人と積極的にコミュニ

ケーションを取ろうとする態度の育成をはかることが目標であり、外国語教育

も経験学習の一部としてとらえた実践が見られる。そこでは前田（2001）の実

践のように、国外の受け手を想定、あるいは確定したホームページの開設や、

パソコンを使ったテレビ会議システムによる同期の英語ゲームなど、実際のコ

ミュニケーションを行なうことにより、英語を学習する必要性を小学校の段階

から体験させる試みが行なわれている。

実際に外国の相手とやりとりするＣＡＬＬの傾向は中学校にも引き継がれる。

堀内（1997）は、①英語で書かれたクラスのホームページ作成、②ホームペー

ジの公開と外部からの感想・意見の募集、③受け取った感想・意見を取り入れ

たホームページの改稿、④以上の作業を通じた、ホームページの活用及び運営

法の将来構想という４つの取り組みを報告し、生徒が「自由に表現できる楽し

さ」を味わい、「反応を励みとし」ながら「読み手を意識した英作文」を行なっ

たとしている。コミュニケーションする相手を意識し、異文化に触れる体験を

行なう取り組みは、川下（2001）による長崎の離島での実践のように、物理的

に制限の大きな環境であるほど必然性も効果も増すと考えられる。

しかし中学校までのこのようなコミュニケーション重視のＣＡＬＬは、高校

レベルに引き継がれるのは難しい観がある。多くの高校にとって大学入試の問

題を避けることは至難の業であり、そこでの英語教育には授業料目として一定

の到達すべきレベルが求められる。ここに日本における英語教育のジレンマが

ある。つまり「コミュニケーション重視」を調いながらも、一方で「認知的に
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高度な文章の読解力の養成」も求められている現状がある。Ｃｕｍｍｉｎｓ（1979）

の提唱するように言語能力を「基本的対人コミュニケーション能力（Basic

lnterpersonalCommunicationSkills，BICS）」と「認知学習言語能力

(CognitiveAcademicLearningProficiency，ＣＡＬP）」に分けて考えた場

合（山本，1996参照)、中学までの段階ではＢＩＣＳが到達目標の中心となって

いるようだが、大学入学時において求められる英語能力はＢＩＯＳではなく

ＣＡＬＰである。

あいさつができることと、英語のニュースを聴いて理解することには、大き

な言語能力レベルの開きがある。話し言葉である会話モードと書き言葉のモー

ドでは、文法の複雑さや使われる単語の難易度が異なる。中.高のＣＡＬＬの

連携を考えた場合、ホームページ作成などで培われた英語での表現方法を、よ

り高度な洗練された英語の文章の読み書きに発展させていくことは可能であろ

う。しかしこのように、正規の学習内容から少し「外れた」言語活動に費やす

時間が、現在の高校のカリキュラムにあるかは疑問である。一定のレベルの語

箕、文法、読解力を生徒に身につけさせるために現在行なわれているのはリー

ディング教材を中心とした授業である。ごく一部の例を除いては、それが大学

入学時に求められ、試されている能力育成に直結している。

小学校・中学校のレベルでは言語資料が少ないため、その言語資料を時間を

かけ、使いまわすことによって「運用練習」を多く行なうことが可能である。

自分の表現したいことを基本的な語彙と文法で表現する言語活動を、インター

ネット上で行なうことにより、言語能力の定着・向上も期待できよう。しかし

これをどのように、高校・大学でのよりアカデミックな英語能力の獲得につな

げていくか、その議論はまだ表舞台にすら上がってきていない。

前田（2001）のような情報・外国語教育を、初等教育の段階ですでにくぐり

ぬけた生徒は、コンピュータの操作も、デジカメの扱い方も、ホームページや

ビデオレター作成も、簡単な英語劇の指導をデータベース上で受けることも、

すべて経験した子供達である。全校生徒が３名という小さな離島の中学校でも、

世界に向けて英語で情報を発信し、フィードバックを受け、自分の持てる英語

力をフルに活用して現実のコミュニケーションを体験した中学生（川下，2001）
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も出てきている。このような取り組みは日本全国益々増加していくだろう。一

方高校（進学校）では、英語教育に有効だと思われるサイトの紹介をしても、

実際に自分の時間を使って試してみる生徒は、パソコンに関心のあるごく一部

でしかない、という報告もある（伊志嶺，2001)。過度に視覚情報に慣らされ

て育った世代の学生が集う最近の大学では、教室で教師と向き合う90分の英語

の授業を持ちこたえる集中力が落ちているのか、琉球大学教育センターの学生

による授業評価報告資料（大善他，2001）は、外国語科目で視聴覚教材の利用

を求める声が高いことを指摘している。現在小学校・中学校で行なわれ始めて

いるＣＡＬＬ実践を見ると、現在の小学２年生が10年後大学に入学する頃には、

黒板とカセットテーププレーヤーだけを用いて行なう英語の授業など、成立不

可能になるかもしれない。

５．ＣＡＬＬと語学教師

ＣＡＬＬに寄せられる期待は、今までの日本の英語教育の結果に対する失望

感、教師に対する教育能力への疑問と無関係ではない。「ほとんどの日本人が

６年間も英語を勉強しても、ろくに話せない｡」という指摘は、「６年」といえ

ども実際に英語に接している時間の短さや、普段の日常生活や職場で第２外国

語を必要としない独特の言語環境などの見地から、専門家がいくら説明を加え

ても、依然として社会から消えないようである瞳ｲ。授業を面白く、あるいはマ

ルチメディア化することで学級崩壊を食い止めようとした小学校の状況（加藤，

1999）と同じく、多数の語学教師もまた、このＣＡＬＬによってやる気のない

学生の動機付けを行い、より高い外国語能力の習得を可能にしたいという希望

を持っている。

ＣＡＬＬはまた、教育現場のスリム化の一環としての期待も集めている。急

速に進む日本の少子化に対応して、小・中・高・大学のどの教育機関レベルで

も、リストラが求められ、効率化という経済の論理が教育の場にも持ち込まれ

ている。高額のＣＡＬＬシステムの導入やソフトの開発・購入は、「教育の効率

化」という名目の教師削減につながる可能性が高く、当の教師にとっては脅威

として、それ以外にとっては、経済的な面で歓迎すべきこととして映る。その
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前提となるのが「コンピュータが英語を教えてくれれば、先生なんて必要ない」

という安易な考えであるが、ことはそう単純ではない。３章で述べたように、

ＣＡＬＬは決して外国語教育における諸問題を一掃する「魔法の杖」ではない

し、４章について小・中・高・大学のカリキュラムの連携について考察したが、

効果的なカリキュラムを計画．実行することなどを、パソコンがやってくれる

わけではない。

ＣＡＬＬの波に不安を覚える語学教師の意見として、「ＣＡＬＬにおいての教師

は何をするのかが見えない｡」というものがある。そこには「パソコンが教え

るのだから、教師は教える必要がないのでは｡」という誤解が根底にある。つ

まりＣＡＬＬにおいて語学教師は「外国語を教える」ことから解放（？）され、

やることといったら、パソコンの使い方やインターネットの操作方法の教授、

機械がトラブルを起こした場合の相談役、さらにはネットワークや機械のメン

テナンス管理になってしまう、というわけである。しかしこれでは「語学教師」

とは言えない。

ただし、ＣＡＬＬにおいて教師の役割がいかに重要であるかを認識していな

い場合、教師側にも「コンピュータが指導をやってくれれば助かる｣、という

気持ちが多少なりとも起こりうるだろう。発音や文法項目の指導などはその例

として挙げられる。何度教えても上達しない英語不得手の学習者に対しては特

に、「コンピュータで繰り返し自分で練習して、基礎力をつけてもらって」と

か、「教室外で（このレベルのクラスに来る前に）一定の能力を身に付けて受

講してもらいたい」という気持ちが起こるのも当然かもしれない。また、自分

はこれ以上従来の教材研究の時間に上乗せして、ＣＡＬＬについて勉強するの

はご免だ、という向きもあるだろう。しかし公教育の現場では「導入しろ」と

いう指導が入り、「とにかく始めなければならない」状況に立たされる現場が

増えている瞳5.しかし勉強して独自の教材を作成する余裕もないし、昨今は商

業用の、よい（と評価される）ソフト教材が多数頒布されている。そこで「出

来合い」を持ってきてまずは使う、という状況に陥る危険性が高い。

ＣＡＬＬがまだこれほどの注目を浴びておらず一部の熱心な語学教師の手作り

に頼っていたころは、画像や技術はそこそこでも、明確な言語到達目標と教師
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の専門知識に裏づけされたソフトで実践が行なわれていた。それに対し「面白

さ」を前面に打ち出した市販の学習ソフトに関しては、内容の正確さや学習者

に与える効果についてよく吟味した上で導入する必要があるだろう。

６．結び

結論として、本稿の命題である「ＣＡＬＬは語学教師の代わりができるのか」

｢ＣＡＬＬは教師を超えられるのか」という問いに対する答えは「否」である。

教師は語学教室がＣＡＬＬＬＡＢに変わったからと言ってひるむ必要はない。

よくトレーニングを受けた語学教師に勝るＣＡＬＬなどありえない。「では

ＣＡＬＬなんか導入せずに、今までの方法でやればいいじゃないか」という声

が聞こえそうだが、今日我々の生活に、コンピュータが、インターネットが入

り込んできているのは事実であり、この流れに逆らって安易な懐古主義に向かっ

ても問題の解決にはつながらない。学校で導入しなくても、学習者はそれぞれ

の生活の中でパソコンへのアクセスを持つようになる。インターネットでのコ

ミュニケーションに何の指針も与えず、教育も行なわないとすれば、問題は一

層深刻なものとなるだろう．では具体的にＣＡＬＬにおける教師の役割は何な

のか、どうあるべきなのか。それに関する詳細については、稿を改めて述べる

こととする。

注

1．効果的なＣＡＬＬ実践の過程で必要とされる具体的な教師の役割について

は、稿を改めて論議する。

２．語学ラボラトリー学会は2001年度から「外国メディア学会」と改称した。

３．鈴木（掲載予定）はすでに３次元仮想チャットシステムにおける発話ログ

の質的問題点を報告している。その中で学習者が各自の発話に対する教師の

フィードバックを求めていること、その作業が膨大で運営上の課題となって

いること、匿名性については学習者の発言を促進する要素として好ましいも

のであることなどが指摘されている。

４．例えばユタ大学の東照二教授は、2001年６月に琉球大学で行なった「日本
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人の英語：アメリカで思うこと」と題する講演のなかで、日本人が英語の習

得に苦労する一番の原因は、日常生活の中で使うことがなく、必要性がない

からだと発言した。

5.2001年３月に琉球大学で行なわれた『平成13年沖縄地区英語教育セミナー：

英語教育におけるマルチメディアの効果的活用』におけるシンポジウムおよ

び参加者アンケートの結果より分析した。
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Issues in Computer-assisted Language
Learning in Japan (1) :

What Needs to be Solved by Teachers

Mitsuyo Toya

Abstract
This paper addresses important issues in computer-assisted

language learning (CALL) in Japan and examines what language

teachers should take into consideration when introducing CALL in

their classrooms. First, a summary of shifting trend in CALL IS

presented as a demonstration of how broad the concept of CALL IS

in terms of its forms and activities. Second, CALL is evaluated

under such research areas as brain-imaging, motivation, self-achievement,

and physical movement. Third, concerns of language teachers toward

CALL are discussed briefly. This literature review concludes that CALL

is not error-free and thus requires a great amount of attention and

modification by language teachers, leaving a further discussion of

teachers' roles in CALL to subsequent papers.
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