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Abstract 

 

Communication, arguably a buzzword in the field of English language teaching both 

inside and outside Japan, has been an ironical cause of discommunication among those 

involved in academic and educational discussions. As an attempt to trace the origin of this 

chaos concerning communication, this paper analyses self-compiled electronic corpora 

comprising 545 articles published in the 1980s in two British journals: Applied Linguistics 

and ELT Journal. The comparative analysis using both qualitative and quantitative 

approaches reveals that several of the communication-related phrases most prominent in the 

corpora, real communication, authentic communication, genuine communication and 

communicative approach(es), were frequently used without clear definitions or references to 

preceding study, while the only exception was communicative competence, which seems to 

have earned its relatively secure spot in the discourse as a technical term. 

 

1. 背景と課題 

 

さまざまな立場からのさまざまな言説が飛び交い、意思疎通の困難が指摘される外国語教育という

領域（Kramsch, 1995）において、その困難さを最も顕著に示す用語のひとつが「コミュニケーション」

であるとすれば、あまりにもよくできた皮肉である。平成元年（1989 年）公示の学習指導要領に登場

して以来、日本の英語教育の旗印として掲げられてきたこの言葉は、平成 21 年（2009 年）公示の高

等学校学習指導要領で英語の科目名として冠せられるに至って地位を確固たるものとしたかに見える

が、ひとたびその用語法に目を向けると、地位の安定感とは裏腹の不安定さが顔を出す。  
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このような懐疑論は、ともすれば奇異に映るかもしれない。たとえば、「コミュニケーション」と

いう概念を軸として英語教育を論じた書籍のなかでは本稿執筆時において最新のものに数えられる

『コミュニカティブな英語教育を考える』（上智大学 CLT プロジェクト, 2014）の冒頭には、次のよ

うな簡潔にして明快な記述がある。 

 

1970 年代から 80 年代にかけて世界の外国語教育の潮流は、それまでの「言葉の形式」に重点を

置いた教え方から「意味（伝えたい内容）」に重点を置いた教え方へと大転換がなされました。

すなわち、コミュニカティブ・アプローチの誕生です。それを受けて、日本でも 1989 年の改訂

時に「コミュニケーション」という文言が初めて学習指導要領に登場したのは自然な流れの一環

だと言えるでしょう。（上智大学 CLT プロジェクト, 2014, p. 2） 

 

これが歴史記述として妥当なものであると仮定すれば、「コミュニケーション」という用語は 1980

年代までには外国語教育の言説に根を下ろし、それが日本という国家の英語教育政策を支える柱とし

てお墨付きを得るに至った、という解釈ができる。もしそうであるならば、1990 年代以降の日本の英

語教育言説において、「コミュニケーション」をめぐる混乱が生じた可能性は低いはずである。 

その一方で、1990 年代以降に出版された英語教育関連の総覧や教科書が映し出す歴史は、著者たち

の意図はともかくも、いささか異なる様相を呈している（それぞれ下線は筆者による）。 

 

Communicative Language Teaching（以下略して CLT）は Communicative Approach（CA）とも呼ば

れるが、文字どおり言語教授において、コミュニケーションの側面に焦点をあてた教授法である。

（中略）問題は Communicative の意味が定まった評価を受けていないということである。（高橋, 

1995, p. 244） 

通常のコミュニケーションで情報を伝える必要が生じるのは、一方がある情報を知っていて他方

がその情報を知らない場合である。両方とも知っている情報をもとにして対話練習を行っても真

の意味でコミュニカティブであるとは言えない。（高橋, 1995, p. 256） 

 

この教授法[コミュニカティブ・アプローチ]とは、１つの独立したものではなく、さまざまな意

味を含んだアプローチを一般的に指すものと考えられている。（中略）通常のコミュニケーショ

ン活動では、情報を伝える必要があるのは、一方がある情報を知っていて、他方が知らないから

である。つまり、あらかじめ答えがわかっているのに質問することは通常のコミュニケーション

ではない。(石黒・北林・山内・赤松, 2003, pp. 51-52) 

 

この二つの例からは、「コミュニケーション/コミュニカティブ」という用語について、各々の筆者が

同様の見解を共有していることが窺える。それは、第一に「コミュニケーション/コミュニカティブ」

の意味が現状では複数存在するという認識、第二にその状況が望ましくないという認識、そして第三

に「コミュニケーション/コミュニカティブ」という用語に「真の」または「通常の」一つの意味が存

在しうるという認識である。このような認識を生んだ現象がいつごろ起きたものなのかはさておくと
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して、「コミュニケーション」が「自然な流れの一環」（上智大学 CLT プロジェクト, 2014, p. 2）と

して日本の英語教育言説に定着したという仮説の信憑性は、にわかにおぼつかないものになってくる。 

とは言え、仮にそのような言説の混乱が生じた時期を特定できるのだとすれば、事態をそれほど悲

観する必要はないのかもしれない。その時期の言説に混乱の原因を突き止め、それ以前の言説に原初

的な意味を求めて原点回帰するという方法が可能だからである。ところが、「真の」「通常の」意味

が存在することを示唆する上記の文献には、混乱の原因についても回帰すべき原点についても、明確

に示した記述は見られない（いずれも 70 年代初頭のデル・ハイムズ（Dell Hymes）の文献を出発点に

挙げているという共通点はあるが、ハイムズ自身が｢真の｣コミュニケーションなる概念を持ち出した

という証拠は提示されていない）。 

あまつさえ、さらに事を難しくするのは、「コミュニケーション」が英語を由来とするカタカナ語

だという事実である。つまり、この言葉をめぐる混乱の原因は、採り入れた日本の側にあるとも、あ

るいは供給することになった英語圏（とりわけイギリス・アメリカ）の側にあるとも考えられるので

ある。実際、たとえばイギリスで展開された言説を一瞥すると、日本で「コミュニケーション」が政

府に採用される前の 1980 年代初頭には、すでに以下のような見解を表明する論者が存在した。 

 

The movement I am concerned with here is that which proclaims the primacy of communication in 

language. . . . There are signs . . . of distortion and excess in the understanding of ideas and their 

application to practical pedagogy. (Widdowson, 1980, p. 234) 

 

Everything is ‘communicative’ these days. (Harmer, 1982, p. 164) 

 

もっとも、これらの主張があくまでも印象論にとどまっているという点は否定しがたい。たとえば、

以下のような問いについては、明確に答えられるだけの実証的な裏付けが欠けているのである。 

問１：｢communication｣｢communicative｣などの用語が、本格的に日本に採り入れられる以前から英

語圏で乱用されていたことは事実なのか。 

問２：そのような混乱は外国語教育をめぐる言説に限った現象なのか。 

問３：誰がどのように言葉を乱用していたのか。 

問４：その要因はどこにあるのか。 

本研究は、このような課題を解決する方便のひとつとして、近年成長著しいコーパス言語学の知見を

応用する試みである。 

 

2. 研究方法 

 

｢コミュニケーション/communication｣を基本理念とした英語教育に対しては、とりわけ 2000 年代以

降、懐疑的な視座から歴史化する狙いを持った論考がその数を増しつつある（e.g. Bax, 2003; 北, 2006; 

Beaumont & Chang, 2011）。一方で、そのような英語教育言説の批判的分析に計量的な手法を応用す

る試みは、日本では寺沢（2014）の先駆的な業績が知られているものの、現状では世界的に見ても未

開拓の部分が多い。その要因の一つとして、外国語教育をめぐる言説を大規模に収集した電子コーパ
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スが容易には入手・利用できず、研究者自身が目的に合わせた電子コーパスを最初から構築する必要

があるという点を指摘することができる。 

こうした状況下にあって、本稿と方向性を同じくする数少ない例の一つが Hunter & Smith (2012)で

ある。イギリスの Oxford University Press が出版している ELT Journal（1946 年創刊、以下 ELT）を素

材とした自作の電子コーパスに、｢communicative｣を鍵語として分析を加えているこの論考では、しば

しば 1970～80 年代に起こったとされるコミュニカティブ・アプローチへの｢大転換｣（上智大学 CLT

プロジェクト, 2014, p. 2）が実はそれほど劇的かつ急激な動きではなかったという可能性、英語教育

をめぐる議論において｢communicative｣という用語で一括りにされている同質とは言いがたい諸概念

をそれぞれ詳細に再検討することの必要性が示唆されている。特定の一誌のみを素材とした研究とは

言え、これだけでも｢コミュニケーション/コミュニカティブ｣という言葉が日本の英語教育界に取り入

れられる以前から何らかの混乱を抱えていたことは推測できる（問１）が、本稿はそこから視野を広

げ、用語法の実態をより正確に捉えることを目指す。 

本研究の調査対象には、Hunter & Smith (2012)が使用した ELT に、同じく Oxford University Press が

出版している Applied Linguistics（1980 年創刊、以下 AL）を加えた。いずれも外国語教育に深く係わ

る内容を扱った専門誌であるが、前者は研究者を、後者は教育実践者を主たる読者として想定してい

る。むろん、外国語教育をめぐる言説の受容主体はこの二者に限られるものではないが、想定読者の

異なる二誌を比較しつつ分析することによって、言説形成の過程をある程度まで重層的に捉えること

ができるのではないかというのが、この選択の意図である（問３・４）。  

本研究では、平成元年（1989 年）の学習指導要領公示を日本の英語教育における「コミュニケーシ

ョン」言説形成の一大画期と見なし、それ以前に英語圏で「communication」「communicative｣などの

言葉がどのように用いられていたかを分析するのが課題のひとつである（問１）。一方、上記のとお

り、本研究でコーパス構築の素材とした二つの専門誌は創刊時期が異なるため、比較可能なのはいち

ばん早くても 1980 年以降のものに限られる。以上の要因を踏まえ、コーパス構築の対象年代は 1980

～89年、すなわち 1980年代と定め、この期間に出版された記事の電子版をNII-REO（http://reo.nii.ac.jp）

から悉皆的収集法（石川, 2012, p. 41）により入手した。それぞれ参考文献表の部分を除外してテキス

ト形式に変換した結果、AL では 195 本の記事の計 1,239,105 語、ELT では 350 本の記事の 1,018,892

語からなるコーパスを構築することができた（表１参照）。

 

これらのコーパスに表れる特徴が外国語教育をめぐる言説に顕著なものかどうかを検証する（問２）

ための参照コーパスとしては、BYU BNC を CORPUS.BYU.EDU 経由で使用した。現代イギリス英語

を想定母集団とした均衡的収集法による一般コーパス British National Corpus（BNC）のうち、本研究

の分析対象コーパスとの年代的な重なりが大きい 1980 年代～1993 年分のおよそ１億語についての傾

表１ 構築したコーパスの年別総語数 

 

注：1980 年の ELT Journal については、NII-REO で公開されていない部分が多く、閲覧可能な部分だけを用いた。 

 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 計 

Applied Linguistics 109,236 122,600 95,009 106,954 110,223 118,907 127,390 120,989 154,105 173,692 1,239,105 

ELT Journal 26,102 156,526 76,057 121,638 98,544 98,527 117,167 108,814 102,605 112,912 1,018,892 
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向を概観できるこの方法を用いれば、1980 年代の外国語教育言説なりの特徴が浮き彫りになることが

予想される。 

｢communication｣｢communicative｣などといった鍵語の詳細な分析（問３・４）においては、多機能コ

ンコーダンサである AntConc（version 3.2.4）（Anthony, 2011）を多用した。コーパス内での鍵語の位

置を特定して表示する用例検索だけでなく、頻度や強度を算出したうえでの共起語検索が容易に行え

るため、たんなる主観的な観察に終わることなく、統計的な根拠を踏まえた分析が可能となる。 

 

3. 分析 

 

3.1 1980 年代 AL/ELT における｢communication｣の地位 

communicat-で始まる語、すなわち動詞 communicate の単語家族（石川, 2012, pp. 141-142）に属する

語について、コーパスごとに 100 万語あたりの調整頻度を示したのが図１である。

AL/ELTでは 1980年代全体の平均がそれぞれ 2,586.5/2,249.5、数値が最低になる年でさえいずれも 1,000

を下回ることがないのに対し、BYU BNC 全体（以下、BNC-all）では 134.6、BYU BNC の学術出版物

部分（以下 BNC-aca）では 187.5 で、その差は歴然としている。なお、AL/ELT の場合、いずれも最も

使用頻度が高かった表記形は形容詞形 communicative でそれぞれの調整頻度が 1,457.5/ 1,189.5（粗頻度

1,806/1,212）、次いで名詞形 communication が 937.0/853.9（粗頻度 1,161/870）で続くのに対し、BYU BNC

では、数値の高い学術出版物に限ってみても、前者が 20.5（粗頻度 314）、後者が 104.4（粗頻度 1,601）

で、とりわけ｢communicative｣の頻度差が顕著である。もちろんこれだけで当時の外国語教育言説一般

について云々することはできないが、｢communication｣をめぐる語の用いられかたが AL/ELT ではかな

り特殊であったらしいことは推察できる（問１・２）。 

 

3.2 1980 年代 AL/ELT における｢communication｣の振る舞い―共起語分析 

研究者によって理念に差異がある（e.g. Stubbs, 2002; McEnery & Hardie, 2012）が、コーパス中の鍵

語の振る舞いを統計的に把握する手段のひとつとしては共起語分析が行われる場合が多い。これを踏

まえ、本研究の分析対象コーパスにおいて使用頻度の高い｢communication｣および｢communicative｣につ

いて、AntConc による共起語検索を行い、それぞれの共起語の相互情報量（共起強度を表す指標のひ

とつ）と併せて示したのが表２・３である（問３・４）。 

 

図１ communicat-で始まる語の調整頻度（100 万語あたり） 
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表２における各共起語の頻度からも察せられるとおり、AL/ELT における｢communication｣は、極端

に特定の語とばかり共起するわけではない。ただし、BNC-aca との共起強度の差を考慮に入れた場合、

やや奇妙に映るのは、応用言語学や外国語教育の言説との関連性が明確ではなく、しかも価値判断が

伴うため文脈なしでは意味を確定しにくい｢real/authentic/genuine｣の共起強度が非常に高いことである。

とりわけ｢real/authentic｣にかんしては、AL/ELT 間で分布に差がある点、いずれについても BNC-aca で

は登場しない共起語である点も注目に値する。

 

表２ 分析対象コーパスにおける「communication」の共起語（相互情報量上位 10 語） 

 

注：相互情報量は高いが共起頻度がきわめて低い語を除外するために、共起頻度 10 以上の語のみを対象とした。 

Applied Linguistics  

(communication 登場頻度 1,161回) 

ELT Journal 

 (communication登場頻度 870回) 

共起語 共起頻度 相互情報量 相互情報量(BNC-aca) 共起語 共起頻度 相互情報量 相互情報量(BNC-aca) 

referential 19 7.93 10.74 nonverbal 10 10.11 11.23 

personal 48 7.38 7.75 genuine 11 7.09 5.43 

genuine 10 6.95 5.43 real 23 6.55 - 

meaningful 15 6.94 5.5 verbal 23 6.23 7.68 

authentic 19 6.53 - personal 10 5.12 7.75 

oral 35 6.47 5.97 oral 12 4.93 5.97 

effective 11 5.85 5.4 classroom 10 3.58 - 

verbal 17 5.79 7.68 as 47 2.12 -1.19 

basic 19 5.78 - in 119 2.03 0.37 

successful 11 5.7 5.81 for 39 1.82 1.4 

 

表３ 分析対象コーパスにおける「communicative」の共起語（相互情報量上位 10 語） 

 

注：相互情報量は高いが共起頻度がきわめて低い語を除外するために、共起頻度 10 以上の語のみを対象とした。 

Applied Linguistics  

(communicative登場頻度 1,806回) 

ELT Journal  

(communicative登場頻度 1,212回) 

共起語 共起頻度 相互情報量 相互情報量(BNC-aca) 共起語 共起頻度 相互情報量 相互情報量(BNC-aca) 

competence 541 7.75 10.41 approach 157 7.34 6.28 

curriculum 32 6.95 - syllabus 36 6.7 -  

approaches 27 6.5 6.2 approaches 28 6.56 6.2 

methodology 25 6.45 - methodology 25 6.45 - 

approach 79 6.35 6.28 activities 39 6.21 6 

abilities 22 6.33 9.27 value 25 5.89 5.38 

goal 22 6.21 5.98 techniques 14 5.61 - 

functions 60 6.13 7.28 activity 19 5.53 5.77 

event 19 6.04 7.72 competence 90 5.17 10.41 

skills 39 5.45 6.78 purpose 15 4.9 6.92 
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一方、表３では、共起語そのものや共起強度については特異な点が見られない。むしろ顕著なのは、

AL/ELT のいずれにも登場する｢communicative competence/approach(es)｣の頻度の圧倒的な高さと、両誌

におけるその差である。BNC-aca における｢communicative competence/approach(es)｣の頻度がそれぞれ

15/9（100 万語あたり 1.0./0.6 回）であるのと比較するだけでも、AL/ELT においてこの二句が特殊な地

位を占めていたことが推察されるが、このうち前者が AL において、後者が ELT において好んで用い

られていた傾向が強く見られることは、1980 年代イギリスの外国語教育言説において、受容読者の差

による影響が存在したことを示唆するものとして興味深い。 

 

3.3 1980 年代 AL/ELT における｢communication｣の振る舞い―用例分析(1) 

前節で述べた分析で統計的に顕著な特徴が見られた｢real/authentic/genuine｣と｢communication｣およ

び｢communicative｣と｢competence/approach(es)｣の共起にかんしては、さらに詳細な実態を確認するべく、

AntConc によって使用箇所を特定し、筆者自身による用例分析を行った（問３・４）。 

｢communication｣との共起強度が AL/ELT のいずれでも高かった｢real/authentic/genuine｣については、

実質上それぞれに用法の差はなく、以下のようにほぼ交換可能なものとして併用されている例も存在

した（それぞれ下線は筆者による）。 

 

The various perspectives offered by alternative media, the accomplishment of shared objectives through a 

variety of routes, and the opportunities for exploiting different learning strategies, all facilitate the 

conditions for authentic communication among the participants in the learning. Differentiation also enables 

the learner to authenticate his own learning and thereby become involved in genuine communication as a 

means towards it. Further, if we confront learners with texts and text-types which are also authentic, this 

obliges us to allow for different interpretations and differences in how learners will themselves negotiate 

with texts. (Breen & Candlin, 1980, p. 97) 

 

Making the students learn through use naturally implies that the target language they come into contact 

with should be real, that is, authentic, appropriate, and ‘global’. Quite a number of teachers seem to take 

the term ‘authentic language’ to mean standard native speaker language. In fact, it means language that is 

actually used in real communication situations, as opposed to language that is artificially made up for 

purposes other than communication. (Li, 1984, p. 5) 

 

これらの例には、AL/ELT における「real/authentic/genuine」と「communication」の共起の典型的な特

徴が見られる。それは、「communication」にかんする何らかの二項対立を（明示するか否かはともか

くとして）想定しその一方を「真の」ものとして称揚していること、ただし「真の」コミュニケーシ

ョンとは何かについての明確な定義や先行研究への言及が見当たらないということである。実際、

「communication」の形容辞として「real/authentic/genuine」のいずれかを用いた論考は AL で 10 本、ELT

で 24 本あるが、上記の二点はほぼそのすべてについて当てはまる。定義や先行研究への言及がない以

上、「真の」コミュニケーションのありようについては、ある程度までは自由な解釈が許されること

になる（ある論者が特定のコミュニケーション像を「真の」ものとして提示したとしても、それは主
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観的な価値判断の結果であって、なぜそれが「真の」と言えるのかという問いに対する答えが存在し

得ないからである）。

 

表４ 各論考における「real/authentic/genuine communication」の使用状況とその意味 

 

注：各論考について、当てはまる項目を*で示した。なお、Rは「real」、Aは「authentic」、Gは「genuine」を、それぞれ「communication」

の形容辞として使用していることを表している。「real/authentic/genuine」の意味が必ずしも明確ではない（または特定するのが困難

な）論考については、いずれの項目にも*を付していない。 

 R A G 学習者の関与 教室外での妥当性 対話の流動性と複雑さ 意思疎通上の目的 

Applied Linguistics   

Breen & Candlin (1980)  * * *  * * 

Canale & Swain (1980)  * *   * * 

Hutchinson & Waters (1981) *      * 

Kelly (1981)  * * *  * * 

Wood (1982) *  *  *   

Bhatia (1983)   *   * * 

Allwright (1984)  *  *   * * 

Ellis (1984)  *      

Breen (1985)  * *     

Harley (1989)   *     

ELT Journal        

Adams-Smith (1980) *   *    

Abbott (1981) *    *  * 

Gefen (1981) *       

Meziani (1981) *   *    

Salimbene (1981) *   *  * * 

Scarbrough (1981) *   *  * * 

Whiteson (1981) *    * *  

Ellis (1982)  *      

Bolitho et al. (1983) *   *    

Skeleton & Swales (1983)  *     * 

Edge (1984) * *  *  * * 

Li (1984) * *   *  * 

Sano et al. (1984) *     *  

Dinsmore (1985) *  *  * *  

Kerr (1985) *  * *  * * 

Simmonds (1985) *      * 

Swan (1985)   *   * * 

Atkinson (1987) *  *  * * * 

Chimombo (1987) *  * *    

Gardner (1987) *     * * 

Morrow & Schocker (1987) * *  *  *  

Nunan (1987)   * *  * * 

Robinson (1987) *      * 

Charge & Giblin (1988) *      * 
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ただし、論者たちの意図するところを文脈から汲み取るかぎり、そこには一定の傾向の存在が指摘

できる。表４に示すとおり、各論考における「real/authentic/genuine communication」の意味合いを推測

すると、大きく分けて以下の四つのいずれかに分類できることがわかる（コロン以降は代表的な共起

語句）。 

(a) 学習者の積極的な関与を重視するもの：「learner-/student-centred」「human」「personal」 

(b) 教室外での妥当性を重視するもの：「outside the classroom」「real life」「appropriate」 

(c) 対話としての流動性や複雑さを重視するもの：「interaction」「unpredictable」「negotiation」 

(d) 意思疎通の目的の存在を重視するもの：「purpose」「transfer of information」「task」 

もちろん、このような意味合いを含んだ複合的な総体（極端に言えば、たとえば「学習者が教室外で

明確な意思疎通の目的を持って複雑な対話に関与すること」）を英語教育の目標として設定すること

は、状況によっては妥当な判断であり得る。とは言え、それを他と差異化して「真の」コミュニケー

ションと考える根拠は不明である。それでも敢えてこのようなレトリックを用いなければならなかっ

たのだとすれば、当時のイギリスの英語教育界にはコミュニケーションをめぐって「真の」像と「偽

の」像がせめぎ合う混乱した状況があったと推察することができる。 

また、「real/authentic/genuine communication」の用語法から垣間見える四つの含意は、いずれも特化

した個別の名称を持つ研究・教育上の手法や理念（e.g. 学習者中心型教育手法 [learner-centred 

approach]、専門英語教育 [English for Specific Purposes/ESP]、談話分析研究、作業課題中心型言語教育 

[Task-based language teaching]）を想起させるが、Hunter & Smith (2012)が指摘するとおり、そのそれぞ

れが異なる由来を持つものなのだとすれば、それがすべて「real/authentic/genuine」の名の下に一括り

にされている状況の存在は、「真の」コミュニケーションを唱道する言説にさえ混乱の種が内在して

いた証拠であるとも言える。 

 

3.4 1980 年代 AL/ELT における｢communication｣の振る舞い―用例分析(2) 

一方、「communicative competence/approach(es)」の用例分析からは、当時の英語教育言説をめぐる

もう一つ別の側面が浮かび上がってくる。「communicative competence/approach(es)」について述べて

いる論考は AL で 49/18 本、ELT で 40/33 本、そのうち定義や先行研究への言及が見られた割合は AL

で 71.4%/33.3%、ELTで 27.5%/24.2%である。研究者を想定読者とする ALで「communicative competence」

の意味を規定した言説が多いことは、この言葉が学術的な専門用語として広く認識されていた可能性

を示唆する（「communicative competence」に関連して AL の各論考で言及されている 46 本の文献中、

Hymes のものが最多でのべ 14 本 [30.4%]、次いで Canale & Swain のものがのべ 7 本[15.2%]となって

いることからも、80 年代の論者たちに一定の統一見解があったことが窺える）。 

対照的に、「communicative approach(es)」の定義づけについては、AL/ELT の別を問わずやや心もと

ない。事実、「communicative approach(es)」については、以下のように慎重な言い回しをする論者も

見られる（下線は筆者による）。 

 

In a large number of courses, various kinds of interaction activities—often called ‘simulation’ or ‘role 

play’—are widely used and recommended in the name of the ‘communicative approach’. In many cases, 

these seem to be little more than half-hearted sketches or half-baked mock-ups in which a language point 
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determines the kind of activity, thereby making the learning situation unnecessarily artificial. (Crookall, 

1984, p. 262) 

 

また、「communicative approach(es)」に関連して AL/ELT の各論考で言及されている 10/8 本の文献中、

複数回に及んでいるのは Hymes（３回）と Brumfit & Johnson（２回）のみにとどまっている。少なく

とも 80 年代の時点で、「communicative approach(es)」という用語にかんする共通認識があったとは考

えにくい。 

ここで想起されるのは、上記のような言説の状況が、第１節で引用した 90 年代以降の日本の総覧

や教科書に見られる記述と符合するということである。つまり、「communicative competence」と言え

ば 70 年代のデル・ハイムズを祖とする専門用語であるという認識だけは辛うじて研究者の間に共有さ

れていながらも、それ以外には定まった見解が存在しないという状況は、その混乱を孕んだ形のまま

に（さらにはそれを収めようとする「真の」というレトリックもそのままに）日本の英語教育界に輸

入されたという可能性も浮上するのである。 

 

4. 結論・考察とさらなる仮説 

 

以上の分析を踏まえると、日本に「コミュニケーション」という用語が本格導入される以前の AL/ELT

において、｢communication｣にまつわる用語に混乱があったことは否めないようである（問１・２）。

｢communicative competence｣については専門用語として受容されていた節もあるが、それすら教育実践

者向けには明確な定義を欠いた状態で用いられていた。あまつさえ、その基盤となる概念であるはず

の｢communication｣や、それを目標に据えた教育実践であるはずの｢communicative approach｣に至っては、

用法の乱れが著しい。おぼつかない地盤に、それなりに見栄えのする建物を造ったが、どうにも揺れ

が収まらない、といった状況であったことが推察される（問３・４）。 

この結論が妥当であるとすれば、｢communication｣をめぐる用語法の混乱を招いた原因については、

少なくとも二つの新たな仮説を立てることができる。一つは、ハイムズが｢communicative competence｣

の概念を提示して間もない 70 年代に、何らかの要因が作用したという仮説、もう一つは、ハイムズの

提示した概念そのものに、初めから誤解を生みかねない要素が潜んでいたという仮説である。このよ

うな仮説については、文献の精読にせよ計量分析にせよ、何らかの手法による検証が待たれるところ

である。 

また、本研究で観察された 80 年代イギリスの英語教育言説の混乱ぶりを考慮すると、なぜこれほ

ど意味の不確かな｢コミュニケーション｣という概念を、日本の当局がためらいもなく導入したのかと

いう疑問も生じる。導入の経緯でこのような乱れが見抜けていなかったか、見て見ぬふりをしたか、

あるいは見たうえであえて混乱を招こうとしたか、その理由を現状では特定できないが、そのような

経緯を実証的に突き止めるうえでも、本研究のようなコーパス言語学の手法が貢献できる部分は大き

いものと思われる。 
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