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概要
英語教育の中で、日常的な挨拶レベルを超えた⾼度な⾔語産出＝プ
ロダクションをどう教えたらよいかという問題は依然として試⾏錯
誤の状態にあるように思われる。
本発表では、筆者が⻑年かかわっている通訳者教育の中で採用され
ている各種プロダクション能⼒養成訓練のうちから、とくに⼀般的
な語学教育の場で応用可能なものとして、(1) メモからのフルメッ
セージ復元訓練と (2) ディクトグロスの２点に焦点を絞り、その具
体的な指導⽅法および理論的な背景･根拠について解説する。
このうち、(1) は口頭での⾔語産出の自動化（を促進するための認知
的メカニズムの強化）を主な目的とした訓練法で、(2) はリスニング
→書き起こし→教師の選択的介入を経て、最終的に「学習者の明示
的な気付きによる⽂法知識（＝運用能⼒）の定着」を主な目的とし
たもので、いわゆる Focus on Form の観点から注目されている訓練
法である。※
※後述のとおり、(1) と (2) が達成しようとしている教育目標、および訓練法として依拠する認知的・言語学的メカニズは
基本的に同じものであり、(1) はその Oral Version (2) は Written Version と考えてよい。
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インプット重視の第二⾔語学習・指導法からアウトプット重視
の学習・指導法への転換
インプット仮説 Krashen (1982, 1985)
↓
アウトプット仮説 Swain (1985)

アウトプットすることで…
1) 自分の第二⾔語の問題点・課題（目標⾔語と中間⾔語の
ギャップ）に気付き、主体的学習への動機付けが起こる。
2) 相手（および自分自身）との「意味の交渉」が起こり、
真正なコミュニケーション活動の中で⾔語を習得するこ
とが可能になる。
3) ⽂法能⼒の獲得が促される。
4) ⾔語知識の自動化が促進される。
Sounds fine, but . . .
→具体的にどのような訓練・学習法が効果的か？
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アウトプット能⼒を育てる
ための学習法
〜通訳訓練法からの応⽤事例〜
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2.1 メモからのフルメッセージ復元練習
1) メッセージ復元訓練とは？
シャドーイングや音読等の作業を通して十分に学習済みの素材を使っ
て、その内容のスケルトン※1 を学習者に提示（または学習者自身がス
ケルトンを作成※2）。学習者はそのスケルトンから口頭で即座に原⽂
を全⽂復元する。 ※3,4,5
※1 キーワードを中⼼とした簡略ノート (“mental map”)。必要に応じて記号類やイメージ図等も適宜使
用してよい。
※2 学習者自身が適切なスケルトンを作成できるようにすることも重要。これについては後述の「ディク
トグロス」のところで改めて触れる。
※3 必ずしも原⽂とその⾔語的な表層構造が⼀致する必要はない。指導者は、原⽂の内容が過不⾜なく復
元・再構成されていること、および産出された発話が⽂法的・修辞的・語用論的に適格* であること、
の２点が満たされているかどうかをチェックし、適宜（必要なときに必要なだけの、という原則に基
づいて）アドバイスを与える。
※4 上記のとおり、復元されたテクストは必ずしも原⽂の⾔語的な表層構造をそのまま再現している必要
はないが、特定の⾔語項目を習得させる意図がある場合はこの限りでない。
※5 最終的には学習者自身が自分の発話をモニターし、自己修正できるようにする必要がある。そのため
に、自分の発話を録音させ、これを聞き直して問題点をチェックさせるようにするのが望ましい。
これを図式化すると. . .

•「適格」は「的確」の誤記ではないかというご指摘がありましたが、ここでは「適格」を well-formed の意味で使っています。
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2.1 メモからのフルメッセージ復元練習
メモ（テクストスケルトン）からのフルメッセージ復元練習概念図

Q. この訓練は「プロダクション訓練」として、認知的・⾔語学的な妥当性があるか？
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2.1 メモからのフルメッセージ復元練習
通常の⾔語産出プロセス概念図

A. 発話産出は、要するに頭の中にある（通例、明確な構造は
まだ持っていない＝アウトラインとして保持されている）発話
プランを、オンラインで構造化し、⾔語化していくプロセスで
あると考えることができる。前述の「メモからのフルメッセー
ジ復元練習」はこのような認知的プロセスと十分な整合性があ
り、かつ、対象テクストの「スケルトン」を、通常、我々が脳
内に構築･保持すると想定される「意味理解の⼼的表象 (メン
タルモデル)」の深層構造における基本的な形式に近似した形
で提示することで、⾔語学的な妥当性も確保することができる。
Next: どのような効果が期待されるのか？
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2.1 メモからのフルメッセージ復元練習
Q. 「メッセージ復元練習」は学習者のどのような能⼒を強化するのに効果的か？

プロダクションモデルの主要コンポ－ネントと「メッセージ復元練習」の関係
*このモデルは Levelt (1989, 1993) を参考に作成しました。
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2.1 メモからのフルメッセージ復元練習
2) メッセージ復元訓練の認知・⾔語学的妥当性について
以上⾒てきたとおり、この訓練は、１）まず 素材の 十分な “input” を⾏
い、2) 次にその内容のスケルトン（素材の「理解」のありようを概念的
に表示した “Mental Map”）を学習者に提示し、3) 学習者はこれに基づ
いて⽂法的に適格なフルメッセージを産出する、というものである。
この “Message Skelton ” から “Full Message” へというプロセスは人間
の⾔語産出の基本的なメカニズムに合致したものであり、目標⾔語＝第二
⾔語による⾔語産出能⼒を訓練する⽅法として、認知的に十分な妥当性を
持つものであると考えられる。
ただし、⾔語学的な妥当性を確保するためには、学習者に提示する
“Message Skelton ” は、通常、我々が⾔語情報の処理に当たって脳内に
構築･保持すると想定される「意味理解の⼼的表象」の深層構造における
基本的な形式に近似したものでなければならない。
われわれは、染谷 (2005) で提案された“Thematic P-A Schema” に基
ずく通訳ノートの基本モデルを、この「意味理解」の表象形式のモデルと
する。ただし、その具体的な表現形式は学習者のレベルに応じて臨機応変
に調整することができる
具体例は. . .
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2.1 メモからのフルメッセージ復元練習
3) メッセージ復元訓練の課題例（資料1）
テキスト：
Introduction to Interpreter Training

(Ver. 2010-3)

関⻄⼤学外国語学部「通訳翻訳プログラム」用オンライン教材

演習２：自習課題１

http://someya-net.com/01-Tsuyaku/Unit-02/Unit-02(jishu1-ondoku).html
[テキストの学習シークエンス]
演習１ シャドーイング
演習２ プロソディ分析と音読
[追加課題] メモからのメッセージ復元訓練
※訓練後期に⾏うノートテイキング（逐次通訳）への導入を兼ねた訓練
演習３ ディクテーション
[追加課題] ディクトグロス
※同上
演習４ SGリーディング
(以下略。演習１〜6 までは通訳訓練に入る前の英語⼒強化を目的とした基礎トレーニング)
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2.2

ディクトグロス

１）ディクトグロスとは？
"The dictogloss is a teaching procedure that involves the
speedy dictation of a short text to a group of language
students. The students take notes during the reading of
the text and then, working in small groups, proceed to
piece together the text as a cooperative endeavor. This
is achieved by the pooling of the group's notes and the
making of grammatical decisions about the text:
specifically about word choice, sentence formation, and
cross-sentence connections. Finally, after each group
has produced its own version of the text, the whole
class reconvenes and the groups' versions are analyzed
and corrected.“ (Ruth Wajnryb (1988, 1990)
↓

Sample | Worksheet (資料２）
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2) 第二⾔語習得理論から⾒たディクトグロスの効⽤
ディクテーションのバリエーション
Dictation)

(aka, Grammar

従来のディクテーションの問題点
↓
ディクトグロスの利点

Dictogloss はリスニング、スピーキング（ディスカッショ
ン）、リーディング、ライティングの４技能にかかわる作業
をひとつの課題の中で⾏わせることができる統合的学習法
(integrated learning/teaching method）であり、さらに、
現在の第二⾔語習得論の中⼼的な概念・理論を、教室での教
育実践の中に統合的に取り入れることのできる学習法・指導
法として注目されている。
More specifically…
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ディクトグロスの利点
学習者の自律的な⾔語学習を可能にする (learner autonomy and selfmotivated learning)。
⾔語学習を学習者の主体的な体験として組み⽴てることができる (learning
as active involvement/expericence)。
個人学習と協同学習を適切に組み合わせることができる (optimum
combination of individual and cooperative/collaborative learning)
学習者同士の交渉による学習効果が期待できる (interaction hypothesis)。
意味に焦点をおいた学習 (focus on meaning) と構造に焦点を当てた学習
(focus on form) を並⾏して⾏うことができる。
⽂法の学習を「必要なときに必要なだけ」(grammar when needed and
as much as needed; grammar in response to visible needs) という原
則に沿って⾏わせることができる。
目標⾔語と自らの中間⾔語とのギャップに気付き (noticing and
consciousness raising)、主体的学習への動機付けが起こる契機を多く提供
することができる (self-initiated motivation for further learning)。
教師は学習者の自主的な学習を促進する役割に徹することができる
(teacher as facilitator)。
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3) 通訳訓練におけるディクトグロスの位置づけ
通訳訓練においては、従来、ディクトグロスとほぼ同じ学習・指
導がノートテイキング指導という枠組みの中で⾏われてきた。前
述のとおり、ディクトグロスは全⽂ディクテーションとノートテ
イキングの折衷的な⽅法であり、さらにノート（と記憶）を基に
原⽂（の意味内容）を、⽂法的に適格な目標⾔語で再構成すると
いう点では、いわゆる「通訳」⾏為と本質的に何らかわるところ
がない。
通訳とは、話し手のメッセージ (SL) を、いったん⼼的な「意味
表象」として落とし込み（これは必然的に SL の Partial
Representation である） 、この不完全な意味表象をもとに、可
能な限り（ただし、必要な範囲で） SL と等価なメッセージを別
の⾔語 (TL) で再構成するという作業である。
ディクトグロスは、まさにこのようなプロセスを中⼼に据えた訓
練であり、前述の 「メッセージ復元練習」と同じく、プロダク
ション訓練として最も適した学習法のひとつであると考えられる。
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5) ディクトグロスはどこに効くか
Q. 「ディクトグロス」は学習者のどのような能⼒を強化するのに効果的か？

プロダクションモデルの主要コンポ－ネントと「ディクトグロス」の関係
注）ディクトグロスは Input Phase と Output Phase に分けることができる。Input Phase ではシャ
ドーイングや音読等の活動を⾏うが、２つの Phase のバランスは学習者のレベルによって適宜調整する
必要がある。ただし、ディクトグロスの中⼼的な課題はあくまでも FonF による⾔語構造の習得にある。
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4) ディクトグロスの実践例
スライド12 参照
Sample | Worksheet

(資料２)
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2.3

要約化訓練（サマライゼーション）

ノートテイキング指導の⼀環として、要約化訓練
要約化訓練とは？
要約の認知⾔語学的メカニズム
Kintsch (1998), Eysenck (2000), 染谷 (2005)

学習者が習得可能な操作的技能 (operational skill) としての
指導が必要。
要約化の練習問題（資料３）
http://www.someya-net.com/01-Tsuyaku/Unit-04/Unit-04(jishu1-keywordsmethod1).html
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まとめ
以上、本発表では、発表者が⻑年かかわっている通訳者教育の中
で採用されている各種プロダクション能⼒養成訓練のうちから、
(1) メモからのフルメッセージ復元訓練と (2) ディクトグロスの
２点に焦点を絞り、その具体的な指導⽅法および理論的な背景･根
拠について解説した。
すでに明らかなとおり、いずれの訓練も達成しようとしている教
育目標、および訓練法として依拠する認知的・⾔語学的メカニズ
は基本的に同じものであり、「メモからのフルメッセージ復元訓
練」はその Oral Version、「ディクトグロス」は Written
Version と考えてよい。
いずれの訓練法も、通訳者教育という⽂脈においてはその効果は
Linguistic Competence および Meta-linguistic Competence の
両面にわたって顕著であるが、これはひとつには対象となる学習
者の全体的な語学習得レベル、認知的成熟度、および学習動機等
の⾼さにある程度依存しているという側面も否定できない。
我々は、これらの訓練は⼀般的な語学教育の場でも十分に応用可
能なものと考えるが、そのための条件等については、現時点では
今後の課題である。
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