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青 木 研 二

７. 同行者セジェスト

『オルフェの遺言』 において､ 詩人に次いで登場する場面の多い人物は､ セジェストである｡ セ

ジェストは､ 詩人を連れ歩き導く同行者の役割を担っているのだから､ それも当然のことである｡

今度は､ このセジェストに焦点をあてて考えて行くことにしよう｡

まず指摘しておきたいのは､ セジェストは､ 自分が上位の存在に仕える者であり､ その伝達者・

媒介者であると自ら意識している点である｡ この点とかかわりのある場面をとり出しておく｡� 詩人に対し､ 女神ミネルヴァのところへ行こうという｡ 詩人が渋っていると､ セジェストは

これは命令だという｡ 詩人が拒否すると､ 突然セジェストは怒りにかられ､ ｢ウルトビーズと

プリンセスが逮捕されたあと､ わたしがどうなるか､ 考えたことがおありですか！ 彼をたっ

た一人､ どのようなところに置き去りにしたのか､ ほんのしばらくでも考えてみたことがある

のですか？ (普通の声になって) 命令に従って下さい｡｣ という (421－422)｡ すでに指摘し

たように､ このせりふは録音音声が逆回転になっていて聴きとれず､ また自分の表わし方が､

｢わたし｣ から ｢彼｣ に人称が変わっていて､ 何者かがセジェストに乗り移っていることが見

てとれる｡� セジェストは､ プリンセスに対し､ ｢その花は枯れてしまっておりました｡ それをこの男の

手でよみがえらせるよう､ 届けてやれとの命令を受けたのです｡｣ という (426)｡� 火の中から自分の写真が出現したこと､ 海中から自分が出現したことについて､ セジェスト

はプリンセスに､ こう説明する｡ ｢火と水を通過するあのルートは､ わたしのささやかな権限

など遠く越えたところから出た命令によるものであり､ わたしなどは､ 命令遂行の単なる道具

にすぎないのだと思います｡｣ (433)� 様々な場所をめぐり歩いたのち､ 詩人がミネルヴァと対面する少し前のところで､ セジェス

トは詩人に､ ｢さようなら､ ここでお別れです……｡ 残念ですが……命令なので｡｣ という｡ 詩

人が ｢誰の命令なんだ？｣ と問うと､ セジェストは ｢たとえ知っていてもあなたには言いませ

ん｡｣ と答える (445)｡

セジェストは､ 上位の存在を意識しているのだが､ その存在がどのような性格を備えたものか知っ

ているのかいないのかについては不明であるという設定になっている｡ ともあれ､ 上位の存在の使

者・媒介者という役割を果たす人物は､ コクトーの作品中にはしばしば登場する (88) ｡ また､ こう

した人物のイメージは､ 闇という未知なる世界から何ものかをひき出してくる詩人の役割 運搬

用具としての役割 と呼応しているといってよい｡ コクトーの考える詩人の役割・機能と､ 『オ
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ルフェの遺言』 でセジェストの果たしている役割・機能には､ 相似的な関係が認められる｡ 要する

に､ 伝達者・媒介者としてのセジェストのありようは､ 多分にコクトーの思い描く詩人像の分身的

なものを感じさせるのである (89) ｡

実をいえば､ このように詩人の分身的な性格をもつということが､ セジェストの人物造型の大き

な特徴のひとつとなっている｡ 『オルフェの遺言』 における彼の言動で､ そうした特徴が感じとれ

る場面は少なくない｡ その中でまず､ 詩人自身の考え方を代弁しているかに見える箇所をとり出し､

多少説明を加えておきたい｡� 詩人が､ ｢どうしてまた､ 海からなんぞ戻ってきたんだね？｣ と問うと､ セジェストは､ ｢ど

うして､ どうして……あいかわらずですね｡ あなたは理解しようとしすぎる､ 大変な欠点です

よ｡｣ と応じる (414－416)｡ これは､ この映画の冒頭のタイトル字幕､ ｢オルフェの遺言､ あ

るいは 『われに何故と問うなかれ』｣ という作者コクトー (ないしは登場人物としての詩人)

のことばを､ セジェストがそのまま詩人に投げ返していることになる｡� 尋問が終わって､ これから出発しようとするとき､ セジェストは､ 詩人に､ ｢時には､ 亡霊

たちの住むゾーンに見捨てたあなたに怒りを覚えます｡ 時には､ 以前に暮らしていたあのばか

げた世界の外で暮らせるのを喜びもするのです｡｣ と語りかける (435－436)｡ 相反する二つの

世界のいずれにも確固とした安住の地を見出すことができない､ こうしたひき裂かれた心理状

況､ これは､ 実際のところ､ コクトー自身の自己認識でもある｡ 『オルフェの遺言』 の中で､

詩人は､ プリンセスに対し､ 自分が二つの世界の間で分断されて生きること､ ｢この奇妙な世

界の薄暗がり｣ でさまよい続けることを強いられ､ 非常に苦しい境遇にあると述べている

(434)｡ またそもそも､ 『オルフェの遺言』 シネ・ロマン版の冒頭に掲げられている詩篇､ ｢フェ

ニクソロジー｣ の中には､ ｢片足は堅い大地に､ 片足は夢の中に､ ／わたしは跛行する､ レ・

ボーなる�地獄の谷�のよびかけに答えて｡｣ (398) という一節があり､ �現実�の世界と�
夢�の世界の間でひき裂かれる�わたし�の姿が明確に提示されているのである (90) ｡� それまで詩人を案内してきたセジェストが､ 突然､ ｢さようなら､ これでお別れです｡｣ と口

にする｡ 詩人は､ ｢一緒にいてくれよ､ セジェスト｡｣ と懇願するのだが､ セジェストは､ ｢自

分に死を宣告した人間たちのところで､ 生きてゆけると思いますか？｣ と否定的な返答をする

(445)｡ 迫害にさらされ､ 試練・受難をこうむることに自己の宿命を感じとっていたコクトー

自身の認識が､ このセジェストのせりふには直接的に反映しているだろう｡� 再びセジェストが詩人のもとに姿を現わし､ 詩人を岩壁に押しつけて立たせ､ 二人一緒に消

え去る｡ 去り際に､ セジェストは､ ｢結局のところ､ 地上はあなたの祖国ではないのだ｡｣ と叫

ぶ (454－455)｡ このセジェストのことばは､ コクトーの詩篇の中にしばしばくり返し現われ

る､ まさしく彼自身の認識である (91) ｡

セジェストは､ 詩人の案内役をつとめる人物として設定されているのだが､ このようにコクトー

自身のことばや芸術的認識をほぼそのままの形でくり返すのだから､ 分身性が色濃く投影されてい
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ると考えざるを得ない｡

また､ このセジェストは､ 詩人の芸術観の一端に言及して共感の意を表明し (92) ､ 詩人の芸術と

人生の総体的な象徴となっている花と血への理解を示し (93) ､ 詩人を救済したいという意志を語

り (94) ､ 実際､ 最後には､ 詩人の ｢祖国｣ ではない�現実�の世界から詩人を連れ去って行くので

ある｡ 詩人を理解し､ 共感を寄せ､ 救いの手をさしのべる､ こうしたセジェストのイメージは､ や

はりかくあってほしいと詩人が望んだパートナー像であり､ 作者のコクトーがひとつの理想像とし

て描き出したものであるというほかないであろう｡ この観点からしても､ セジェストは､ コクトー

の創り出した分身的な性格を帯びているのである｡

尋問シーンのあと､ 詩人は､ セジェストとともに様々な場所をめぐり歩くことになるわけだが､

どのような道筋をたどっているか､ 改めてざっと確認しておきたい｡ 最初に遭遇するのは､ 庭園で

二人一組になって犬の姿をまねる男たちと､ ｢時代を間違えた､ うかつな貴婦人｣ である (95)

(438－439)｡ その後､ 詩人はイゾルデを目撃し､ サン・ピエール礼拝堂の前を通りすぎ､ ジャケッ

トとネクタイを身につけた自己の分身とすれちがい､ 知的な恋人たちや不思議な偶像を目にする｡

セジェストが姿を消したあと､ 詩人は取次係に面会し､ ミネルヴァと対面し､ 刺殺されてまたよみ

がえり､ 気づくことができないままスフィンクスやオイディプスに遭遇し､ 山道に出てバイクに乗っ

た二人の警官と出くわす｡ そしてセジェストが再び現われて詩人を連れ去ることになる｡

詩人は､ 以上のような道筋をたどっているのだが､ ここでまず考える必要があるのは､ 詩人 (お

よびセジェスト) がめぐり歩いている世界は､ 一体どのようなものであるのかということである｡

自分がこれまで創り出してきた作品､ 芸術家としての自己の存在といった､ いわゆる牢獄的なもの

から脱出して､ 新しい未知なる世界への旅に出ているのだと考えることができるであろうか｡ どう

もそんな風には見えない｡ 詩人とセジェストが､ あるいは詩人ひとりがさまよい歩く場所､ 目にす

る人物たちは､ コクトーの作品の中ですでにとりあげられていたものが大部分であり､ 未知なる世

界というより､ 既存の世界､ 詩人 (＝コクトー) の記憶の世界の中を歩き回っているという印象が

強いのである｡

ここで､ 先ほどふれた､ 男たちの犬をまねたパフォーマンスと貴婦人のシークエンスのあとに続

く場面に注目してみよう｡ 二人は､ 金網のフェンスをぬけて海岸の方へ降りて行くのだが､ そのフェ

ンスには､ ｢私有地 罠あり｣ という掲示の札がかけられている (440)｡ この貼札は何を意味し

ているであろうか｡

コクトーは､ 『存在困難』 の中で､ 『美女と野獣』 制作後に休暇をとったが､ その間一種の虚脱状

態に陥ったことを語っている｡ これから着手すべき作品のことが念頭にある一方で､ すでに完成し

過去のものとなった作品の登場人物 �亡霊� や情景が､ 彼の想念の中を去来し､ 精神的混

乱状態､ 途方に暮れた思いをもたらさずにはおかなかったのだった｡

｢不幸なのは､ 自分が暮らすために一坪の土地も確保しておかなかった者だ｡ 自分のなかにわず

かばかりの自分さえ確保しておかずに運を天に任せた者｡ 運を天に任すと､ ちょっとした柵にも茨
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がからんでくる｡ なぜなら､ もし統御する者がいないと､ 茨は外側にも内側にも生えてくるからだ｡

その点､ わたしが無抵抗状態で身を任せているこの休暇は危険であり､ 戸口の見張りに関しては誰

よりも厳しくあらねばならない｡ それがわたしを困惑させる｡ 入りたい者は誰でも入ってこられる

のだ｡ 死者も生者も｡ わたしは先刻言った､ 情景も言葉もやすやすとわたしを通過する､ と｡ いさ

さか簡単に言いすぎたようだ｡ もっと前のところで認めたように､ 何ものも痕跡を残さずにはわれ

われのなかを通過しないのであり､ この砂地は処女地でなければ詩の女神たちの九対の足はその上

を歩いてはくれないのだ｡

立ったまま眠り､ しかも所有地への立ち入りを禁止できるほど充分に鉄柵に注意していられる者

などいるだろうか｡ 猛犬に注意とか､ 狼用の罠ありなどといった貼札の効果は人の知る通りだ｡ む

しろ錯綜したものを受け容れ､ それにおとなしく服従すべきだろう｡ やがてそこから一つの魅惑が

発散し､ 藪におおわれた土地がその野生の天真爛漫によって処女地の魅力と一体となるまで (96) ｡｣

コクトーらしいレトリックをこらした文章である｡ 彼は､ 心理的虚脱状態の中で茨のように生え

出てくるもの 雑然とした想念 について語り､ すでに過去のものとなった作品が及ぼす影響

の残存を警戒しつつも､ そうした想念が詩の女神の宿るべき処女地と渾然一体となった状況から､

新しき何ものかが生まれてくるのを期待していることが読みとれる｡ ここで 『オルフェの遺言』 に

戻るならば､ フェンスの ｢私有地 罠あり｣ の貼札は､ 詩人にとって､ 一つの境界をまたぎこす

ことを意味するが､ さらにいえば芸術作品の新たな基盤・母体となる世界へ踏みこんで行くことを

意味するものであると考えてよいのではないだろうか｡ ただし､ そこが本当に新しきものを創り出

し得る世界であるのか､ 過去の情景や人物がたくさん入りこんできていたずらに場所をふさぐこと

になってしまわないかは､ 詩人がこれからたどるべき道筋がいかなるものであるかにかかっている

はずである｡ しかし､ 実際の映画の内容から判断すれば､ すでに言及したように､ 詩人とセジェス

トがめぐり歩く場所､ 目にする人物たちは､ 作者のコクトーにとってはおなじみのものが多く､ 未

知なる領域に踏みこんでいるというよりは､ 詩人 (＝コクトー) のかつて知ったる記憶の世界の中

にあるという印象はぬぐいがたいのである｡ 少なくともいい得るのは､ ｢私有地 罠あり｣ の貼

札のある金網のフェンスを越えることによって､ 亡霊たちにつきまとわれていると意識しつつも､

詩の女神の宿るべき処女地を見つけ出そうとする作者コクトーの思いがこめられているのではない

かということである｡

セジェストの写真を海中に投じることで､ 詩人は彼をよみがえらせる つまり再びつくり出す

が､ ラストシーンでは､ つくり出されたセジェストの方が詩人をもうひとつの世界に連れ去る

という､ 奇妙な逆転的関係が存在している｡ つまり､ つくり出された者がつくり出した者の運命を

左右することになる､ 入り組んだ一種の入れ子構造が設定されているわけである｡ だが､ 両者の関

係はさらに錯綜している｡ まず､ セジェストに対する詩人の能動的な立場に目を向けてみよう｡

『オルフェの遺言』 の中で､ セジェストは､ あなたが私をゾーンという異世界に置き去りにしたの

だ､ と何度か口にする (422, 435, 446)｡ それらのせりふは､ 映画 『オルフェ』 でセジェストが置
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かれていた境遇を踏まえたものではある｡ しかしながら､ この映画には､ 詩人という登場人物は存

在しない｡ プリンセスとウルトビーズが時間を逆行させて､ オルフェをもとの世界に送り返す罪を

犯したため､ 連行され､ セジェストがあとにとり残されるのだから､ 彼を置き去りにしたのはプリ

ンセスとウルトビーズである､ ということは可能かもしれない｡ しかし､ オルフェがセジェストを

置き去りにしたわけではない｡ そもそも､ 『オルフェの遺言』 の詩人は､ オルフェ的な特徴をそな

えた人物であるとはいえるが､ 映画 『オルフェ』 の主人公オルフェとは切り離された別人である｡

したがって､ セジェストが詩人に対し､ あなたが私を置き去りにしたと指摘するとき､ これは､ 二

つの映画のつくり手であるコクトー本人を念頭に置いたものであると考えるほかないであろう｡

｢あなたがわたしにその名 (＝セジェスト) を与えたのです｡｣ (414) というセジェストのせりふも､

作者としてのコクトーを意識したものであるといってよい｡ ところが､ 一方では､ すでにとりあげ

たように､ 自分が火と水を通過することでよみがえったのは､ 上位の存在の命令によるものだ､ と

セジェストはプリンセスに語っている (433)｡ つまり､ セジェストの真のつくり手は､ 作者である

コクトーなのか上位の存在なのか､ 曖昧なままである｡

今度は､ 詩人の運命を導いて行くという､ セジェストが優位性を発揮する側面の方をみてみよう｡

セジェストは同行者として､ 詩人を様々な光景､ 人物のもとに案内しているように見える｡ しかし､

これまた前述のように､ 彼が訪れる先は､ 実は詩人 (あるいは作者コクトー) がすでに見知ってい

るもので構成されたおのれの心象風景であるといってよいのである｡ そして､ もうひとつの世界へ

詩人を連れ去るという出来事も､ コクトーが以前の作品で何度となくとりあげてきたテーマが､

『オルフェの遺言』 において反復されているということにほかならない｡ つまり､ セジェストは､

これまでに例のない､ 彼独自の意志や判断にもとづいて､ 自らの手中にある詩人の生き方やたどる

べき運命を操っている､ と単純には考えられないのである｡ 詩人とセジェストの結びつきはたしか

に緊密であり､ 互いに強い影響を及ぼしあっている｡ だが､ それだけにとどまるものではない｡ 二

人の置かれている境遇､ 過去から未来にかけてたどるべき道筋は､ 微妙に異なっており､ またそれ

ぞれ曖昧性を多分に含んでいる｡ そして相互の階層的な関係のありよう､ 入り組み合いの状況も､

見通しのつけにくい複雑な形で表現されているのである｡

この詩人とセジェストの相互的入り組み合いの関係を､ 少し角度を変えて検討してみることにし

よう｡ 尋問が終了して､ めぐり歩きを開始する前のところで､ セジェストは詩人に対し次のように

語る｡

｢時には､ 亡霊たちの住むゾーンに見捨てたあなたに怒りを覚えます｡ 時には､ 以前に暮らして

いたあのばかげた世界の外で暮らせるのを喜びもするのです｡ わたしとしては､ 憤りはあるにして

も､ なんとかこの袋小路からあなたを救い出してあげたいと思います｡ ただゾーン自体は昨日も今

日も明日も知らぬところなのに､ 人間としてのあなたの条件は､ そうした時間に縛られています｡

したがって､ わたしの目的を達成するには､ あなたを導いてというか､ むしろあなたにつき従って､

避けようのないさまざまの試練を通過してゆかなければなりません｡ そうした試練の果てに､ 初め
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て､ わたしもまた､ 望みのものを獲得できることになるでしょう｡｣ (435－436)

このせりふには､ 好意的な同行者としてのセジェストの性格が強くにじみ出ている｡ 注目する必

要があるのは､ セジェストと詩人の間に､ 導き導かれあう相互的な関係が想定されていることであ

る｡ ここで､ 師とそれにしたがう弟子 入れ替えが可能な の間柄を思い浮かべても､ さほど

不自然ではあるまい｡ そしてコクトーの場合､ それは不可避的に彼とラディゲとの結びつきを想起

させることになる｡ よく知られていることだが､ 二人の関係においては､ 年長者であるコクトーが､

年下のラディゲを一方的に教え導く師の役割を果たしていたわけではなかった｡ むしろラディゲの

方が､ 進むべき道を指し示してくれる師の立場にあったとは､ コクトー自身がしばしば口にしてい

たことである (97) ｡ 実は, こうしたラディゲの記憶が関与していると思われる部分は､ 『オルフェの

遺言』 の他のところにも見出すことができるのである｡

映画 『オルフェ』 において､ セジェストは､ 主要な人物のひとりとして登場していた｡ しかしな

がら､ そこでなされていたセジェストの人物造型や､ 他の人物たちとの関係性のあり方は､ 『オル

フェの遺言』 の場合とはかなりニュアンスを異にしている｡ 『オルフェ』 におけるセジェストの特

徴は､ まず何よりもラディゲのイメージが強く投影されている点にある (その他に､ コクトー自身

の感情移入の形跡が認められ､ ラディゲの役を演じたデルミットの性格なども多少入り混じってい

ると考えられるのだが) (98) ｡ 『オルフェの遺言』 においては､ 登場人物のセジェストとその役を演

じる現実のデルミットの間の区分がかなり曖昧であり (99) (登場人物の詩人と作者コクトーの関係

でも､ 同じことがいえる)､ また､ セジェストにラディゲのイメージが投入されているという感じ

はあまりしない｡ しかしながら､ 先ほどふれたように､ 詩人とセジェストの導き導かれあう関係か

らは､ セジェストにラディゲのイメージを見てとることができるわけである｡ さらに注目したいの

は､ 結末近くで､ 詩人が山道に出たとき､ バイクに乗った二人の警官と遭遇する場面である｡ そこ

のところで､ ｢わたしの映画 『オルフェ』 に登場したバイク乗りたちのバイクの音が聞こえた気が

した｡ 連中の仕事はわかっていた｡ わたしもまた､ セジェストと同じ死を蒙らねばならないのだっ

た｡｣ (454) というナレーションが流れる｡ あきらかにこの場面は､ 『オルフェ』 の冒頭で､ カフェ

から外に出たセジェストが二台のバイクにはねられて事故死する場面を念頭に置いている｡ つまり､�わたし�がここで思い起こしているのは､ セジェストを通じてのラディゲのイメージであるとい

うことができる｡ そして､ 同等の罰を受ける必要があるという発想には､ やはり死んだラディゲに

対するコクトーの罪責感めいたものが､ 晩年に作られたこの映画にまで影を落としていると考える

ことができるように思われる｡ さらにまた､ セジェストと同じ死をこうむる必要があるということ

は､ 見方を変えれば､ セジェストと同じ場所に行きたいという願望を表わすことになる｡ つまり､

セジェストに対する詩人の深い愛着の念がこめられていることにもなる｡ ミネルヴァとの対面にの

ぞむ前のところで､ セジェストが詩人の前から姿を消すシーンがあるのだが､ そのとき､ 詩人は強

い不安にかられ､ 彼の姿を求めて､ ｢セジェスト！｣ と叫ぶ｡ すると､ ｢あなたがわたしをほうり出

したところ……｡｣ というセジェストの声だけが聞こえてくる (445－446)｡ ここは､ セジェストと
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の別離､ 彼を失うことに､ 敏感に反応する詩人の心情がストレートに現われ出ている場面である｡

この場合､ 作者コクトーの思いは､ 誰に向けられているのであろうか｡ ラディゲにであろうか､ 実

生活のパートナーであるデルミットにであろうか､ あるいは上位の存在の伝達者・媒介者であるもっ

と抽象的な人物をも念頭に置いているのであろうか｡ そのあたりは､ なかなか明確には判断しがた

い｡

ラディゲとの関連について話を進めて行こう｡ 詩人が花をよみがえらせたあと､ セジェストは､

女神のところに向かうべく詩人を誘うが､ 拒まれる｡ すると､ セジェストは急に怒り出し､ 自分を

ゾーンに置き去りにしたことで詩人を非難する｡ そして､ それまで自分がつけたりはずしたりして

いたされこうべのマスクを､ 詩人の顔に押しつけてかぶせる (421－422)｡ 『オルフェ』 においてセ

ジェストがゾーンにとり残されたことについては､ その責任は､ そうした設定をつくりあげた作者

のコクトーにあると考えるほかなく､ また､ セジェストの抗議・非難は､ 作品世界という虚構のレ

ベルとのかかわりでのみ有効性をもつものである｡ しかしながら､ 一歩つき進んで考えれば､ この

場面には､ 現実のレベルで起こった出来事 ラディゲの死 の影がやはりちらついているよう

に私には思える｡ というのも､ セジェストが叱責めいた口調で理不尽にさえ見える非難を詩人に向

けている根底には､ ラディゲに対するコクトーの罪責感､ 悔恨の念がいまだ変わらずに残存し､ 働

き続けているという風に考えられるからである｡

『オルフェの遺言』 で､ 詩人は､ セジェストの案内によってあちこちの場所を訪れ､ 数々の人物

たちを目にする｡ その過程で､ セジェストから色々な教示を受ける (セジェストの師としての側面

が現われ出ている)｡ このように､ 詩人は受身的につきしたがって行く者であり､ 依存性の度合い

はかなり高い｡ そうした依存性をもっとも強く感じさせるのは､ 何よりもまず､ 結末におけるセジェ

ストが詩人を救出するという設定 裏を返せば､ 救済されたいという詩人の願望を意味すること

になるのだが である｡ セジェストによる救出は､ ｢わたしとしては､ 憤りはあるにしても､ な

んとかこの袋小路からあなたを救い出してあげたいと思います｡｣ (436) というせりふで､ すでに

予告されていたものではある｡ しかし､ 最後の救出シーンは､ この映画を観る者にとってはいかに

も唐突な感じを与える｡ なぜコクトーは､ このような形で 『オルフェの遺言』 をしめくくることに

したのであろうか｡ この問題を考察するためには､ コクトーの創作行為において現われてくる､ 彼

独特の発想のパターンについて十分に理解しておく必要がある｡

まず､ 戯曲 『オルフェ』 をとりあげてみよう｡ オルフェは､ 冥界から戻ってきたユーリディスの

顔を見てしまったために､ 彼女を再び死なせることになる｡ オルフェは､ おし寄せてきた女たちに

よって､ 首を切り落とされてしまう｡ すると､ 死んだオルフェをユーリディスがやさしく迎えに来

て､ 鏡の中へと連れ去るのである｡ もうひとつ､ 戯曲 『地獄の機械』 を一瞥しておこう｡ 主人公の

オイディプスの呪われた運命とその帰結が明るみに出るやいなや､ オイディプスは､ 妻であり母で

あったイオカステの金のブローチで自分の目を突き刺して､ 流浪の旅に出ることになる｡ そのとき､

先に首をくくって死んだイオカステの亡霊が､ オイディプスに庇護と救済をもたらすかのように出
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現する (彼女の姿は､ 他の者たちの目には見えない)｡ オイディプスはアンティゴネをひき連れ､

イオカステの服にすがりながら歩き出す｡ これら二つの戯曲で共通して見られるのは､ 先に死んだ

愛する女性が､ 悲惨な状況に陥った主人公を救出するかのように戻ってきて､ これまでとはちがっ

た世界へと彼を導いて行くという筋立てである｡

『オルフェの遺言』 に再び目を向けてみよう｡ セジェストは､ 詩人のもとをいったん離れ去り

(ゾーンの世界に戻って行き)､ ラストシーンで孤独なめぐり歩きを続ける詩人の前に再び出現し､

彼をもうひとつの世界へと救出するかのように連れ去るのだから､ いまとりあげた二作品と類似し

た発想をもつことはあきらかであろう｡ とくに､ ユーリディスの場合は､ 冥界に赴き (死ぬことで)､

そしてこちら側の世界に戻ってくる行為が､ 二回反復される (二回目には､ オルフェを導きつつ連

れ去ることになる) のだから､ セジェストの行動との類似性は､ なおさら強いように思われる｡ し

かしながら､ 主人公をめぐる人物関係の設定のしかたには､ 食いちがいが見られる｡ まず､ 戯曲

『オルフェ』 と 『地獄の機械』 においては､ 先にこの世を去った女性たち 妻ないし母 が､

主人公の前に姿を現わすのだが､ 『オルフェの遺言』 においては､ 詩人の同行者､ パートナー的人

物が救出しにやってくるという設定になっている｡ こうした筋立ての構成には､ コクトーの性的コ

ンプレックス ホモセクシュアリティを始めとする に根ざしたものの考え方や願望が､ 婉曲

的な表現を経由せずに直截な形で投影されているとみてよいのではないだろうか｡ もっとも､ ゾー

ンに置き去りにされて怒りにかられることもあると語り､ また途中で詩人を残して去って行くセジェ

ストが､ 最終的に詩人を救出するというプロセスは､ 作品世界のレベルで考えるならば､ どこかし

ら不自然で割り切れないものを感じさせる｡ しかし､ 若くしてこの世を去ったラディゲの生のあり

ように目を向け､ さらに彼に対する哀惜や悔恨の念と､ 何らかの許し・慰藉を与えられたいと願う

気持ちのからみあった､ 作者の現実レベルでの意識のありようを想像してみるならば､ それほど不

自然な筋立てでもない､ と私には思われる｡

ここでは単なる指摘にとどめておきたいが､ 先に死んだ者が冥界からやって来て､ 窮地や苦境に

ある主人公に庇護・救いの手をさしのべるという構図は､ コクトーには終生つきまとっていた発想

であるといってよい｡ オルフェ神話やオイディプス神話を題材にして作品をつくる際には､ そうし

た発想がかなり強力に作用しており､ コクトー的な翻案のやり方の特徴のひとつをもたらしている､

と私は考えている｡ 『オルフェの遺言』 において､ 詩人と行を共にしていたセジェストは､ 理由の

はっきりしないまま､ 突然詩人に別れを告げ､ ゾーンの世界に戻って行き､ 結局は再びこちら側の

世界に現われて詩人を連れ去る｡ こうした一見不自然な筋立ては､ いままで述べてきたような､ コ

クトーにおいて根強く存在していた芸術的発想の根幹をなす部分に目を向けなければ､ 実感的に理

解することはなかなか難しいのではないだろうか｡

８. 様々な登場人物たち 分身性を中心に

『オルフェの遺言』 に出てくる人物たちのうち､ これまで主としてとりあげてきた人物は､ ミネ
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ルヴァとセジェストである｡ この二人の人物像には､ 対照的なイメージが与えられている｡ つまり､

セジェストの方は､ 詩人と同行する案内者の役割を果たしており､ また詩人の分身的な性格もかな

り色濃くもりこまれているし､ さらにはコクトーの実生活レベルでのパートナーであるという側面

とのかかわりも感じさせる｡ 一方ミネルヴァは､ 詩人を槍で刺殺するわけで､ 一見したところ､ 詩

人と敵対する関係が目につくのだが､ 細かく調べて行くと､ おびえと同時に魅惑を与えるミューズ

的な存在であることがわかってくる｡ したがって､ ポエジーや無意識などに関するコクトーの考え

方が､ ミネルヴァのイメージには微妙な形で織りこまれているのである｡ 親和的な形をとっている

にせよ､ 対立的な状況を含むものであるにせよ､ セジェストやミネルヴァは､ コクトーの抱いてい

る現実認識や芸術に関する考え方と深い結びつきをもった人物であることは､ 疑う余地がない｡

この映画では､ それ以外にも､ 数々の人物たちが登場する｡ 全体として眺めるならば､ 彼らには､

作者であるコクトーのもろもろの心情 願望や不安や安堵や共感への期待など が､ 様々な色

合いを帯びた形で投影されているのであり､ その意味では､ 詩人の分身的な性格を宿している人物

がほとんどであるといってよい (そのことを端的に表わしているのが､ 詩人が､ ジャケットとネク

タイをつけた自分の分身そのものと出会う場面である)｡ しかしながら､ コクトーの感情移入の形

態､ その強度は､ それぞれの人物によって様々である｡ すでに指摘したことだが､ ミネルヴァ､ そ

してプリンセスやジプシー女の場合は､ 詩人に対して冷ややかであり､ 彼に対してあまり共感を寄

せているようには見えない｡ いいかえれば､ 詩人の側から深い感情移入をして行く対象にはなって

いない｡ この三人はいずれも女性である｡ こうした事情は､ 女性に対するコクトーの現実的認識の

ありよう､ たとえば被害者意識のからんだ違和感のようなものを想定しないと､ やはり理解が難し

いのではないだろうか｡

ところで､ その中に例外的な女性が存在している｡ それは､ 庭園のシーンで登場する ｢若き日の

サラ・ベルナールのような､ 印象派時代の衣装をまとった貴婦人｣ (438) である｡ 彼女は､ 70年後

でないと出版されない本を読み進めているところで､ セジェストが詩人にいうように､ ｢時代を間

違えた､ うかつな貴婦人｣ (439) である｡ 『オルフェの遺言』 シネ・ロマン版に収録されている､

この貴婦人の写真に付された説明文には､ ｢時代をまちがえた貴婦人は､ 生身をそなえた一種の亡

霊である｡ 時間と空間のいつわりの遠近法がもたらす不快を､ 慎ましやかに自分も感じている｡｣

とある｡ こうした貴婦人の時代錯誤性が､ 『オルフェの遺言』 の初めの方で､ ルイ十五世風の衣装

を身につけて教授のもとに出現し､ ｢わたしは､ 時間と空間の中をさまよいつづけてきました｡｣

(408) と語る詩人の姿と､ 密接に対応するものであることはあきらかだろう｡ いってみれば､ 貴婦

人と詩人は同種族の人間であると見なされているのである｡ そしてこの同族性は､ 庭園を訪れた詩

人とセジェストの姿が､ 貴婦人には見えるのだが執事には見えないという設定でも表現されている｡

詩人と親和的な関係にある女性として､ この貴婦人だけが例外的な存在となっている｡ こうした設

定にはしかるべき理由がある｡ つまり､ 貴婦人役を演じたフランシーヌ・ヴェズヴェレールは､ 晩

年のコクトーの芸術活動を支えたスポンサーであり､ また 『オルフェの遺言』 の制作に際しては主
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要な資金援助者のひとりであったのだから､ コクトーが彼女に対しオマージュ的な映像を捧げよう

としたのも当然のことであったといえる｡

男性で､ セジェスト以外の登場人物としては､ 教授とウルトビーズがいる｡ まず教授について､

どのように人物造型がなされているか､ 詩人とどのようにかかわっているかを見てみよう｡ 時間と

空間の中をさまよい続けていた詩人は､ 教授のもとに出現し､ 自分の時代に戻るため､ 光よりも速

い弾丸で自分を射撃してもらい､ 現代人の服装になってよみがえる｡ ここで､ 教授が詩人の援助者

の役割を担っていることは明白である｡ また､ 教授は､ ｢よみがえりのための方法 (une m�thode
r�surrectionnelle)｣ (430) について研究しているのだが､ 詩人の方も､ ｢フェニクソロジーの専

門家｣ (416) であるのだから､ 両者の関心が共通性をもつこともあきらかである｡ そして詩人は､

｢教授､ あなたは､ おそらく､ この世でただ一人､ なにかを理解しないでおれる人､ 理解しえぬこ

とのあるのを理解できる人でしょう｡ このわたしは､ そうしたことを知ろうとしすぎました｡ たい

へんな不注意をおかしましてね｡｣ (407－408) と語っている｡ ここで詩人は､ 教授を､ 理解しよう

としすぎないことを実践している人物と見なして､ 彼に対し深い敬意の念を表明している｡ 一方､

教授の方は詩人をどうとらえているだろうか｡ 詩人の ｢詩人というのは､ いろいろと……おそろし

げなことを心得ているものでしてね｡｣ ということばに対し､ ｢そうしたことでは､ 詩人のほうが､

学者などよりもっとくわしいのじゃないかと思うことがありますね｡｣ と教授は応じる (408)｡ ま

た､ プリンセスの前に証人として出現した際には､ 詩人を弁護して､ ｢彼が詩人だということです

ね｡ つまりは､ 彼が不可欠な存在だということです｡ もっとも､ 何にとって不可欠なのか､ わたし

にはわかりかねますがね｡｣ (431) と語ってもいる｡ 教授は､ 詩人の役割をはっきりと認識しては

いないものの､ その存在に敬意を抱いていることが読みとれる｡ 両者のこうした相互理解､ 相互敬

愛の関係には､ 詩人とセジェストの場合と同じく､ 詩人が相手に関してこうあってほしいと望むイ

メージが強く投影されているといってよい｡ 教授の人物像には､ 詩人の分身性が色濃く宿っている

ことになるのである (100) ｡

今度はウルトビーズをとりあげてみよう｡ この人物も､ 教授に似て､ 詩人に対してかなりの理解

と共感を示し､ 親和的である｡ 詩人の心にうちにひそむ奇怪な世界のありようを､ ウルトビーズは､

｢忘れてはいけませんよ､ あなたは､ 夜の洞窟や､ 森や､ 沼地や､ 赤い河の寄せ集めなんだ｡ 巨大

な伝説の獣たちがそこに棲みつき､ 互いに食い合っている｡｣ (428) と描写してみせる｡ これは､

まるでコクトー自身が自らについて語っているかのようである (101) ｡ また､ ウルトビーズは､ 詩人

に､ ｢つまり､ 手足がないのに､ 眠りの中ではしきりに身振りをしたり走ったりする夢を見ている

不具者……そんな人間があなた方の世界にはいるようですね｡｣ (425) と語りかけるが､ これも､

コクトーのことばがほぼそのまま反復されたものにほかならない (102) ｡ さらに､ 詩人との別れぎわ

に､ ウルトビーズは､ 自分とプリンセスがこれ以上ひどいものはない刑罰､ すなわち ｢他人を裁く

刑､ 裁判官になる刑｣ (435) に処せられていることをうちあける｡ すでにふれてきたように､ コク

トーは､ 人を裁く者に対しことのほか強い嫌悪と反発の念を抱いていたのだから､ このウルトビー
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ズのことばに､コクトー自身の思いがこめられていることに疑いの余地はない｡ 以上見てきたよう

に､ そのせりふがコクトー自身の考えを代弁しているという意味で､ ウルトビーズは多分に分身的

な存在なのである｡ ウルトビーズと詩人の関係はそれだけにとどまらず､ 尋問が終わってプリンセ

スが姿を消したあとも､ ウルトビーズはまだその場に残り､ 詩人に花を手渡し､ 二人はお互いに相

手を気づかったことばを交わしあうのである｡ 教授と同じように､ ウルトビーズにも詩人の分身的

な性格がこめられており､ この両者の間には親和的な関係が存在しているのだ｡

ここで､ ウルトビーズとプリンセスの関係についても言及しておきたい｡ まず､ 映画 『オルフェ』

の方を見ておくと､ プリンセスとウルトビーズの関係は､ 命令を下す上司とそれにしたがう部下と

いう関係であった｡ ウルトビーズは､ プリンセスを乗せたロールス・ロイスの運転手をしている｡

これに対し､ 『オルフェの遺言』 においては､ ウルトビーズは､ プリンセスと同様に尋問シーンに

しか登場せず､ 二人には､ その場の主任をつとめるプリンセスと､ それを補佐するウルトビーズと

いう役まわりが曖昧に感じとれるだけであり､ 上下関係がはっきり表示されているわけではない｡

プリンセスが尋問の進行をとりしきるという形になっているのだが､ この二人の関係にはなかなか

興味深い特徴が認められる｡ それは､ 中心となって尋問を行なうプリンセスに対して､ 時おりウル

トビーズが口をはさむのだが､ その際の彼のせりふの中味が､ プリンセスのことばの混ぜっ返しで

あったり余計な無駄口であったりして､ プリンセスに不快感やいらだちをひき起こすものであると

いう点である｡ つまり､ この点で､ 映画 『オルフェ』 のウルトビーズとは異なるキャラクターが認

められるのである｡ プリンセスに対して､ 皮肉やあてこすりと受けとられかねないことばを思わず

口走ってしまうウルトビーズのキャラクターに､ 『オルフェ』 の制作時期のそれとは違った､ コク

トーの女性認識の何らかのありよう 屈折的な が反映しているとは考えられるのだが､ ここ

では､ その指摘だけにとどめておきたい｡ いずれにせよ､ ウルトビーズの詩人に対する接し方とプ

リンセスに対する接し方では､ かなりの心理的落差が存在していることは確かである｡

詩人とプリンセスの関係についても少しだけふれておこう｡ 映画 『オルフェ』 では､ 彼女の存在

そのものが､ コクトーの抱いているポエジー観と深いかかわりを有している (103) ｡ 一方､ 『オルフェ

の遺言』 のプリンセスのイメージには､ ポエジーとのかかわりを感じさせるものはほとんどない｡

すでに調べてきたように､ それを感じさせるのはむしろミネルヴァである｡ ミネルヴァは､ 詩人を

たじろがせおびえさせるのだが､ プリンセスはそうではない｡ これは､ いま述べたポエジーとのか

かわりをどの程度意識して造型されているかということと対応するであろう｡ また､ プリンセスは､

詩人に尋問をして､ その芸術観を語らせる引き立て役を演じてもいる この意味では詩人の分身

性をもつ のだが､ 総じていえば､ 詩人に対する接し方はやはり冷ややかである｡ 『オルフェ』

で見られたような､ オルフェに対しプリンセスが発散するポエジーの魅惑､ 両者の間の共感関係

(ないしは愛情関係) は､ 『オルフェの遺言』 の詩人とプリンセスの間には存在していない｡ もっと

も､ 詩人が､ 『オルフェ』 のオルフェと同一人物ではないことからすれば､ これは当然の帰結であ

るとはいえるのだが｡
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その他､ 『オルフェの遺言』 には､ イゾルデ (＝イズー)､ スフィンクス､ オイディプスといった

神話的な人物､ 存在が登場する｡ これらの存在と詩人の間にも､ コクトーらしい特徴を見出すこと

ができる｡ まず､ イゾルデについてとりあげてみよう｡ トリスタンとイズーの伝説が､ 時代を現代

に置きかえて､ 『永劫回帰』 (1943) の題名で映画化された際に､ コクトーは脚本を担当した｡ パト

リス トリスタンに相当する は､ 伯父マルクの妻ナタリー イズーに相当する と不義

の関係にある｡ 伝説の筋書きにならって､ この映画でも､ ラストシーンでは､ パトリスのあとを追っ

てナタリーが死んで行くのだが､ 一番最後に､ ｢……かくて彼らのまことの生が始まる (104) ｡｣ とい

うナレーションが流れ､ 真の栄光的なもの 救済といってもよい が訪れたという解釈がつけ

加えられている｡ 『オルフェの遺言』 に登場するイゾルデの場合は､ セジェストが詩人に対し､ ｢彼

女は世界じゅうの船という船に乗っています｡ トリスタンと一緒になろうとしているのです｡｣ (440)

と説明しており､ トリスタンと再会することができず､ 永遠に海上をさまよい続けているかのよう

に描き出されている｡ ともあれ､ 彼女は不義という恥辱につながるものを背負い､ 不幸な境遇から

ぬけ出せない状態にあるとされているわけであり､ 彼女もまた､ コクトーの分身的な感情移入の対

象になっていることはあきらかであろう｡

オイディプスに目を転じてみよう｡ 彼は､ コクトーの 『地獄の機械』 の主人公であり､ 父親殺し

と母子相姦という恥辱をひき受けることになる｡ すでに述べたように､ コクトーがこの作品におい

て力をこめて展開しているのは､ 避けることのできない苛酷な運命を敢然と受容することによって､

超越的な真の栄光にいたるというプロセスである｡ つまり､ 『永劫回帰』 にも､ 実はよく似たモチー

フが存在しているのであるが､ それは､ 『地獄の機械』 において､ より鮮烈でより悲劇的な形です

でに提示されていたといってよい｡ 『オルフェの遺言』 において､ オイディプスには､ イゾルデと

は違ったいくつかの映像的な特徴が現われ出ている｡ すなわち､ 彼を導く者 この場合は､ 実の

娘であるアンティゴネ とともにさまよい歩き続けていること､ 彼の目は閉ざされた瞼の上に描

かれ裂傷を負っていること､ 彼の長衣には血の染みがついていること､ これらの特徴が､ 彼とすれ

ちがう詩人自身の特徴を連想させるものであることはいうまでもあるまい｡ 詩人にとって､ オイディ

プスやイゾルデは､ 同種族の人物 前者の方が映像的にずっと強烈な印象を与えるが として

意識されているのである｡

もうひとつの神話的存在であるスフィンクスの場合はどうであろうか｡ スフィンクスは､ オイディ

プスの重要な相手のひとりとして､ 『地獄の機械』 の中に登場する｡ 少し長くなるが､ まずこのス

フィンクスと映画 『オルフェ』 のプリンセスの両者に関するコクトーの考え方がよく表われ出てい

る文章を引用しておきたい｡

｢わたしは､ 『地獄の機械』 のなかで､ あのむごたらしい笑劇を複雑なものにした｡ スフィンク

スに対するオイディプスの勝利を､ 彼の傲慢さと､ スフィンクスという人物のもつ弱さとから生ま

れた見せかけの勝利に改変したからだ｡ なかばは神であり､ なかばは女であるスフィンクスという

動物は､ オイディプスに死をまぬかれさせるため､ 謎の解答を教えるのである｡ わたしの映画 『オ
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ルフェ』 のなかで､ プリンセスは､ 自由意志の罪のために罰を受けると思い込むが､ スフィンクス

の行動もそれと同様なものだ｡ 神々と人間の中間的存在であるスフィンクスは､ 神々にもてあそば

れる｡ 神々は､ スフィンクスを自由に行動させると見せかけ､ オイディプスを救うようささやきか

けるが､ それはもっぱらスフィンクスを破滅させるためである｡

わたしは､ ギリシア的観念においては､ 悲劇はいかにオイディプスの外にあるかということを､

まさしくスフィンクスの裏切りによって強調した｡ そういうギリシア的観念を､ わたしは 『オルフェ』

のなかでもおし進めている｡ 神々は､ オルフェの死神 (＝プリンセス) を破滅させようとしてささ

やきかける｡ その結果､ オルフェは､ 不死となり､ 盲目となり､ そしてミューズを奪われる (105) ｡｣
・・・・・・・・・・・・

ここでコクトーは､ スフィンクスとプリンセスがもつ共通の特徴を説明している｡ つまり､ 両者

ともに､ 神々 上位の存在 と人間とを媒介する中間的な存在であること､ また､ ある男に愛

情を抱いてしまうこと (スフィンクスの場合はオイディプスに恋心を抱き､ プリンセスの場合はオ

ルフェを愛してしまう)､ そして愛するがゆえに､ 上位の存在から与えられた権限を逸脱する行動

に出て､ 自ら破滅的な状況を招き寄せることなどである｡ この二人は､ 主人公の男に向かい合った

女という立場にあるのだから､ 作者が何の留保もなく感情移入を行ない得る分身的対象となってい

ると考えるわけにはいかない｡ そのあたりが､ 詩人と似た境遇に置かれているオイディプスやイゾ

ルデとちがうところである｡ 『オルフェの遺言』 に出てくるスフィンクスの短いショットだけで､

いま引用した､ コクトーの文章で語られているようなスフィンクスの特徴を読みとることは､ いさ

さか無理であろう｡ しかしながら､ 詩人とオイディプスは向き合った形ですれちがうのに､ スフィ

ンクスの場合､ 詩人と低い壁を隔てて歩みをともにし､ やがて詩人に追い越されて行くという映像

表現には､ やはり詩人の分身的存在とは性格を異にしたスフィンクスの特徴を見出すことができる

と思われるのである｡ あえていえば､ このスフィンクスの映像には､ 詩人の分身性ではなく､ 庇護

者的､ 同行者的な特徴が､ 詩人とのずれ・疎隔をはらみつつ表現されているのではないだろうか｡

この映画では､ ジプシーたちが登場する場面が二回ある｡ 放浪者である彼らの生活にコクトーが

共感を寄せているのは当然のことである (106) ｡ しかしそれだけにはとどまらない｡ ジプシーたちは､

ミネルヴァがそうであったように､ ポエジーの魅惑と恐れとを二つながらもたらす人々として描き

出されている｡ 詩人は､ 路上で出会った馬頭人 ジプシーの青年が馬のマスクをかぶっている

に�罠�のようにひき寄せられ､ ジプシーたちのキャンプ地にたどり着き､ ひき裂かれたセジェ

ストの写真を手渡され､ おびえにかられることになる｡ そして何よりも､ セジェストの写真の火中

からの出現とミネルヴァに刺殺された詩人のよみがえり､ これら二つの現象にジプシーたちが深く

かかわりあっていること､ ここには､ コクトーのいうフェニクソロジーと彼らとの独特な結びつき

が感じとれるのである｡ ジプシーたちが登場する二つの場面では､ いずれもフラメンコが聞こえて

くる｡ フェニクソロジーとのかかわりという点で､ フラメンコのリズムには､ 類い稀な生命力がひ

そんでいるとコクトーが考えていたことは､ 興味深い｡

｢フラメンコのリズムは (そのあらゆる形式において) 奇数である｡ この点は非常に重要だ｡ 今
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日､ 危険にも取り入れられている､ 垂線を使った偶数のリズムは､ つねに月並と死を惹起する｡ ジ

プシーたちは奇数へのあの本能的な崇拝を強めている｡ (……)｡ 跛行的なリズムという､ この天賦

の技術は､ 彼らの信じがたいほどの生命力の秘密の一つである (107) ｡｣

以上､ この映画に出てくる様々な人物たちについて､ ひととおり検討してきた｡ 尋問のシーンで

は､ 詩人､ セジェスト､ プリンセス､ ウルトビーズ､ 教授の五人が登場するが､ 彼らの語るせりふ

には､ 作者コクトーの考えそのものであるといってよいことばが数多くちりばめられている｡ 彼ら

は会話を交わしているように見えるのだが､ 実際はコクトーの自問自答的な色彩がかなり強い｡ 彼

らが作者の分身的人物と見なし得ることはくり返し指摘してきたところである｡ そして､ 『オルフェ

の遺言』 に登場する女性たちは､ ミネルヴァも含めて､ 一般に冷ややかであり､ 詩人との感情のや

りとりや共有はあまり見出すことができない｡ ただ貴婦人に関してだけは､ 例外的に同族的な人物

として描き出されている｡ これに対し､ 男たちの方は､ 同行者・パートナーであるセジェストを始

め､ 教授やウルトビーズは､ 詩人に対して好意的であり､ 彼らと詩人の間には精神的な交流も存在

している｡ すでに述べたように､ 男たちの造型には､ かくあってほしいと望む作者コクトーの心情

が投影されていると考えられるのだが､ それにしても､ 女たちの人物像と男たちの人物像の間にか

なり対照的な差異が見られることは､ やはり特徴的であるといわなければならない｡ 分身性という

観点からいえば､ 登場人物たちの多くは､ �さまよい続ける者�､ あるいは�処罰を受けている

者�であり､ コクトーの自己認識と深く重なり合っている｡ こうした人物像が該当しないのは､ ミ

ネルヴァと教授ぐらいなものである｡ しかし､ ミネルヴァのイメージの形成には､ コクトーの抱い

ているポエジー観が密接に関与しており､ また教授の場合は､ 学問探究者としての共通性､ 相互敬

愛の念が存在していて､ その意味では､ セジェストに次いで詩人と深い精神的交流をもつ人物とし

て描き出されているのだから､ いずれも､ 詩人との間に濃密な関係性を見出し得ることに変わりは

ないのである｡

９. 階層性､ 入れ子構造､ 相互の入り組み合い

すでにコクトーの文章を引用して説明してきたことだが､ 彼の考え方にしたがえば､ 『地獄の機

械』 のスフィンクスや映画 『オルフェ』 のプリンセスは､ 神々と人間の中間的存在である｡ この中

間的存在ということばは､ 『オルフェの遺言』 のプリンセスとウルトビーズにもあてはまっている｡

なぜなら､ 彼らは詩人に対する尋問をとり行ない､ 仮処分としての刑を宣告するのだが､ 彼ら自身

もまた､ ｢他人を裁く刑､ 裁判官になる刑｣ (435) に処せられているからである｡ こうした中間的

存在は彼らだけにとどまるものではない｡ セジェストは, 詩人の案内役としてあちこちの場所をと

もにめぐり歩く間に､ 自分が命令を受けとる側の存在であることを何度も口にする (422, 426, 433,

445)｡ セジェストは､ 上位の存在が何者であるのかあきらかにしているわけではない｡ しかし彼が､

この上位の存在と詩人とを媒介する役割を果たしていることははっきりしている｡ さらに指摘を続

けよう｡ 死んだ詩人がよみがえるシーン (フィルムの逆回しによる) は二度出てくる｡ 一度目は教
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授に銃で撃たれることで､ 二度目はミネルヴァに槍で刺しつらぬかれることで死を遂げ､ そして復

活する｡ ミネルヴァの場合には､ ポエジーという上位的なものを体現した存在であると考えられる

わけだが､ 教授の場合はどうであろうか｡ すでに指摘してきたように､ 教授は､ ｢よみがえりのた

めの方法｣ を研究しているのだから､ フェニクソロジーを探求する詩人と近い領域に関心を抱いて

いる｡ しかしそれにとどまらず､ 教授は､ 自らの依拠する科学を一種の上位的なものと見なしてい

ると考えられるのである (108) ｡

上位の存在から下位の存在へと順次つながって行くこうした階層性は､ 入れ子構造といってよい

性格を有している｡ なぜなら､ 上下の階層性は､ 大きな存在がより小さな存在を包摂し､ そのより

小さい存在はさらにまた小さい存在を包摂するといった構造関係を思い浮かばせるからである｡ 実

のところ､ 『オルフェの遺言』 においては､ この入れ子構造そのものが話題としてとりあげられて

いる場面がある｡ それは､ 詩人に対する尋問を行なっているとき､ プリンセスが詩人の詩の一節

実際にコクトーが書いた作品である を暗唱してみせる場面である｡

われわれを容れているこの身体は､ われわれの身体を知らない｡

われわれの内に住みついている者は､ 同じように住みつかれている｡

互いに入りくんだこれらの身体､

それは永遠の身体なのだ (109) ｡ (427)

この詩では､ �われわれ�の中には�われわれに住みつく者�がいて､ 後者にはさらにまた住み

ついている者がいるという入れ子構造がとりあげられている｡ また�相互の入り組み合い�という

観点も言及されており､ これら二つの構造性は完全に切り離して考えることはできないのだが､ ま

ずは前者に焦点をあててみることにしたい｡

この入れ子構造は､ 『オルフェの遺言』 の中でも､ 映像レベルにおいてしばしば見出すことがで

きる｡ しかし､ この映画での入れ子構造は､ 雑誌を手にした人物の写真があって､ その雑誌にはま

た同じ雑誌を手にした人物の写真が載っているといった具合に､ すっきりした形で表現されてはい

ない｡ また､ �相互の入り組み合い�の側面もそこには入りこんできている｡ そうした点を念頭に

置きつつ､ またすでに語ってきたことのくり返しもあえて厭わず､ この作品に見られる入れ子構造

的なものを､ 簡略化した形で書き出してみよう｡� ジプシーのキャンプ地で､ ジプシー女がセジェストの写真を火中から復活させる｡ ひきちぎ

られた写真を受けとった詩人は､ 海に投げすてる (二重の破壊的・否定的行為を意味する)｡

すると海中からセジェストが出現する｡ この入れ子性は､ 映像的にもっとも目にとまりやすい

ものであるといえる｡� セジェストの出現シーンに関しては､ ｢たちまちに巨大な水泡が花冠のようにわきたち､ そ

こから､ まるで雄しべがあらわれるようにしてセジェストが出現する｡｣ (414) とト書きに記
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されているとおりである｡ セジェストは､ 詩人にハイビスカスの花を差し出すのだが､ セジェ

ストと花はあきらかにアナロジー的に対応しているし､ また入れ子構造の存在も感じとること

ができる｡ 少しあとに､ サント・ソスピール荘の中庭の場面で､ 詩人がばらばらになった花弁

をつなぎあわせて花をよみがえらせるかなり長いシークエンスが出てくる｡ ト書きには､ ｢最

後に雄しべを置いて魔術的な作業を終える｡｣ (421) とある｡ 海中からのセジェストの出現と､

花のよみがえりとがアナロジー的に対応していることは､ やはりあきらかである｡ この場合は､

両者のよみがえりに詩人が深く関与していること､ その点が強く印象を残すことになる (しか

し､ このような受けとり方は唯一無二の絶対的な解釈ではないことは注意しておく必要があろ

う)｡ また､ 花のイメージに焦点をあてて､ この映画を眺めるならば､ 次のような関係性が浮

かびあがってくる｡ つまり､ まず海中からセジェストが現われ出てきて 形状的に花のイメー

ジをもつ ､ そのセジェストが詩人に花を差し出す｡ そして､ ミネルヴァとの対面において

は､ 今度は詩人がミネルヴァに花を差し出すことになる (順送り的な関係になっている)｡ た

だし､ ミネルヴァに差し出される花は､ セジェストとではなく､ 詩人自身との精神的な一体感

を強く宿したものに変質してしまっている｡ なぜなら､ 槍で刺殺された詩人が倒れた場所には､

彼の流した血と花が残されるからであり､ そもそもめぐり歩きを始める前のところで､ すでに

セジェストは､ ｢この花があなたの血でできている｣ (436) と詩人に語っているからである｡� �殺すこと・破壊することで､ よみがえらせる者�という視点にたてば､ 次のように考える

ことができる｡ まず､ 詩人は写真を海に投ずることでセジェストの出現を誘い出し､ そしてさ

らに花をひきちぎり､ しかるのちに花の再生を実現して行く｡ いずれの場合も､ 否定的な行為

が前段階に介在している｡ 次に､ ミネルヴァは詩人の差し出す花を拒んで､ 彼を刺殺するが､

そのことが詩人のよみがえりへとつながって行く｡ 否定的・破壊的行為のあとに復活現象が生

ずるわけで､ そのあたりには入れ子構造的なものを感知し得るのである｡ なお､ 詩人を殺害し､

そして復活させるという側面からは､ 教授と詩人の間に､ ミネルヴァと詩人の間と類似した関

係が存在している (もちろん､ この二組の関係の意味するところは同じではないのだが)｡� 入れ子構造的にみて､ ミネルヴァは上位の存在として､ 詩人を包摂していると考えられるわ

けだが､ 映画作品そのものを､ ミネルヴァと同じような上位の存在と見なすことができる｡ と

いうのも､ 映画のもつ意味についてプリンセスに問われて､ 詩人は､ ｢映画は生気のない [死

んでいる] 行為 (les actes morts) をよみがえらせます｡ 非現実に現実の外観を与えること

ができます｡｣ (424) と答えるからである｡ 破壊的な行為が前提になってはいないにせよ､ 死

んでいるものをよみがえらせるという点で､ 詩人がセジェストや花に対してなしとげた行為と

類似したものを見出すことができるだろう｡ 実をいえば､ この映画作品という枠組みをさらに

包摂するものを作者のコクトーは設定している｡ それはすなわち､ この映画の冒頭と最後に出

てくるシャボン玉である｡ 初めに､ 何もない空間で煙が凝縮して行き､ ナイフの先にシャボン

玉が形づくられる (もちろんフィルムの逆回しによる)｡ そして最後では､ 逆にシャボン玉が
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ナイフで破られ､ 煙がたちのぼる｡ このシャボン玉が､ 無の中から一つの世界が生成し そ

の世界に映画作品も含まれる ､ そして消えて行くプロセスを暗示していることはいうまで

もないだろう｡ このシャボン玉のカットの挿入には､ コクトーの入れ子構造へのこだわりが典

型的に表われているように思われる｡

このように､ 入れ子構造に対するコクトーのこだわりは､ 様々な形でこの映画の中に織りこまれ

ている｡ しかしながら､ コクトーにおいては､ 入れ子構造は､ 包摂されるものがさらに小さいもの

を包摂するといった具合に､ 順序よく整然とした形でつくりあげられているわけではない｡ その点

をさらに検討して行くことにしたい｡

まず､ オルフェのテーマをとりあげよう｡ オルフェは､ 死んだ妻のユーリディスを追い求めて､

現世と冥界を行き来する｡ この二つの世界は､ コクトーによって独自の意味づけが与えられている｡

戯曲 『オルフェ』 において､ 冥界は､ 詩人のオルフェにとって無意識の世界を意味しており､ 冥界

の使者である馬の伝えるメッセージは､ ポエジーそのものを表わすと考えられている (110) ｡ しかし

ながら､ 無意識とは､ もともとこちら側の世界にいるオルフェの頭の中､ 心的世界の中に存在する

何ものかである｡ つまり､ 冥界はオルフェの外側に想定された世界であるけれども､ 実は現実の世

界にいるオルフェの内側の世界でもあるのだ｡ この関係性をもう少し敷衍していいかえれば､ 冥界

は超越的な世界であって､ それが現実の世界にいるオルフェの意識に影響を及ぼしているのか､ そ

れともオルフェの世界と彼の意識が上位的なものであって､ そこから無意識の世界が湧きあがって

くるのかということになる｡ こうした相互の入り組み合いの問題は､ 長編詩 『レオーヌ』 (1945)

の中にも現われている｡

このレオーヌはミューズであり､ �ぼく�の道案内役をつとめる､ 眠りの世界の住人である｡

｢夢はぼくの中にいた レオーヌが夢の中にいたように (111) ｡｣ と書かれているように､ �ぼく�の

中に夢があり､ 夢の中にレオーヌがいるという入れ子構造を形づくっている｡ それを踏まえた上で

注目しなければならないのは､ 次の一節である｡

(ぼくの目覚めだけが彼女の歩みを断てるだろう｡)

必要なのは 眠り 彼女について行き 最後まで彼女を助けることだ (112)�ぼく�が作者であるコクトーの夢の中の人物だとするなら､ �ぼく�をつきしたがえているレオー

ヌは､ 何者なのだろうか｡ �ぼく�の夢がレオーヌをつくり出したわけだが､ その�ぼく�がレオー

ヌにつきしたがって行くとはどういうことなのか｡ こうした状況は､ なかなかすっきりとは理解し

にくい｡ 実をいえば､ これと類似した関係性が 『オルフェの遺言』 の中にも存在している｡ すなわ

ちそれは､ 詩人が海中からよみがえらせたセジェスト もちろんコクトーの創り出した虚構の人

物である が､ 詩人の導き手になるということである｡ 詩人と彼の創り出した人物との間で､ 結

局どちらが支配的な立場にあるのか定かではないこと､ ここにコクトーにおける相互的な入り組み
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合いの核心があるといってよい｡

こうした相互的入り組み合いの問題について､ より大きな視野からもう一度眺めてみることにし

よう｡ コクトーは､ 詩人の創造性の根源がどこに由来するかについて､ こう語っている｡

｢ある種の哲学者は､ 神々は人間によって名づけられたものであるか､ それとも神々を名づけるよ

うに人間を仕向けたのは神々であるのか､ と問うている｡ つまり､ 詩人が作り出すのか､ それとも､

詩人は､ 聖職者として上からの命令を受け取るにすぎないのか､ という問題である｡

これは霊感について言い古された言葉である｡ 霊感 (inspiration ) とは息を吐き出すこと

(expiration ) にすぎない｡ なぜなら､ 詩人は､ 命令を受け取るのではあるけれど､ 何世紀にもわ

たって彼の自我のうちにつみ重ねられた闇からそれを受け取るのだから､ (……) (113) ｡｣

｢神々｣ と ｢人間｣ のどちらが上位の存在であり､ 真の創造者なのかという問題に､ コクトーが

深い関心を抱いていることが示されている｡ 彼は､ この問題を､ inspirationとexpirationの関係性

としてとらえているわけだが､ この点をめぐっては､ 次のようにも述べている｡

｢このような前置きを申し上げたからといって驚かれませんように｡ これは私にとって必要不可

欠でありましたし､ そもそも詩人なるものが､ ふつう人々が天のどこかかから降り下ったものと思

いこんでいるとはいえ､ 実は意識しないまま自分のなかに宿しているもろもろの力の運搬手段なの

でなければ､ このメッセージの使者となることを私は決して引き受けなかったにちがいないのです｡

また､ そのような力は､ 霊感 (inspiration) ではなく､ 息を吐き出すこと (expiration) というべ

きものなのであります｡ なぜなら詩人たちのあの偉大な予言のささやきは､ 上位の力が､ 神殿とし

て､ また避難所として選んだ肉体からこそ現われ出るものだからであります (114) ｡｣

ここでも､ inspirationとexpirationのどちらに優位性があるのか､ 断定的に語られてはいない｡

上位の存在と人間のどちらが支配的な位置を占めているのか､ コクトーは決断を下しかねているの

である｡ 彼のこうした芸術的関心をさらに拡張すれば､ 創作行為のレベルにおいて､ 作家はおのれ

の意志にもとづいて作品を書くのか､ それとも何者かによって書かされているのかという問題､ 作

家が有する自由意志と彼に付与される運命の問題につながって行くことには､ 何の不思議もない｡

｢われわれを悩ますあらゆる問題のうち､ 運命と自由意志の問題は最もわかりにくい｡ いったい

どういうことなのだろう､ 前以て書かれていることを､ われわれが書くことができる､ とは｡ われ

われはその結末を変えることさえできるのだ｡ しかし真実は別のところにある｡ 時間は存在しない

のだ｡ 時間は､ われわれの折り目なのだ｡ われわれが順を追って作りあげると思いこんでいるもの

は､ 実は一気に仕上がっている｡ 時間がそれを少しずつ解きほぐして行くのだ｡ われわれの作品は

すでに出来上がっている｡ にもかかわらず､ われわれはそれを発見していかなければならない｡ こ

の受動的な参画､ これが人を驚かせる｡ そしてそれも無理はない｡ 公衆には容易に信じられないの

だ｡ わたしは決定し､ しかも決定しない｡ わたしは服従し､ しかも統率する｡ これは大きな謎

だ (115) ｡｣

芸術の創造というレベルでは､ このように霊感のよって来たるところは曖昧であり､ 見定めるの
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が困難であると考えられている｡ しかしながら､ 実際に書かれた作品の内容のレベルにおいては､

必ずしもそうではなく､ 一定の見解が提示されている場合もある｡ すでにとりあげた 『地獄の機械』

と映画 『オルフェ』 に関するコクトー自身の説明の中では (116) ､ 神々とスフィンクスの関係､ そし

て上位の存在とプリンセスの関係の背後には､ 運命と自由意志の入り組んだ対立・葛藤の関係が想

定されているが､ スフィンクスとプリンセスが破滅にいたるとされているのだから､ 結局両者は､

上位の存在によって操られているのだという解釈に行き着くことになる｡ �ギリシア的観念�に依

拠するならば､ 神々的な存在が支配者として優位に立つのは､ 当然のことであろう｡ とはいえ､ こ

こでくわしく考察している余裕はないのだが､ これらの作品の構想､ およびそこで与えられている

設定と解釈は､ やはり作品の創作時点におけるコクトーの心境､ ひいては彼の抱いていた芸術観や

現実認識のありようと､ 何らかの対応のもとに形成されたものであろうことは､ 想像に難くない｡

以上述べてきたように､ 『オルフェの遺言』 においては､ 登場人物たちの間に存在する階層性､

そして映像的にも言語的にも様々な形で提示されている入れ子構造､ さらにこの入れ子構造と密接

な結びつきのもとに展開されるもろもろの要素の相互的入り組み合い これは､ 主に詩人とセジェ

ストと花をめぐって存在している が､ この作品の構成上､ 大きな位置を占めていることが理解

されるのである｡

10. メッセージの発信 希望と絶望のはざまで

『オルフェの遺言』 というタイトルの示すもの､ それはまず､ 自分は詩人 (＝オルフェ) である

というコクトーの自己認識であり､ さらにおのれに残された時間が限られていることを意識した上

で､ あとに続く人々に何ものかを伝えておきたいという彼の願望であろう｡ しかしながら､ コクトー

は､ メッセージをどのような形でどのような人々に対して伝えようとしたのだろうか｡ そしてそも

そも､ 伝えようと望んだメッセージの内容はどんなものだったのだろうか｡ メッセージの内容とい

う点に関していえば､ 簡単明瞭に一言でいいつくすことはなかなか困難である｡ 曖昧ないい方でと

りあえず指摘しておくなら､ それは､ コクトーの創り出した作品 詩や映画や戯曲など の中

に含まれている何ものか､ ポエジーということばで彼が表現しようとした何ものかであると思われ

る｡ 実のところ､ メッセージの発信を試みるコクトーの精神内部には､ もろもろの葛藤や矛盾した

心情が存在していたのである｡ 今述べた最後の点についてまず検討して行くことにしよう｡

コクトーは､ 作品の発表を通じて､ 人々にメッセージを伝えようとしていたのだが､ 現実的に彼

の抱いていた思いが非常に生々しい形で記されている文章を､ 初めに引用しておきたい｡

｢この通告 (faire-part)､ あるいは通告の精神 (faire-parisme) は､ 人間の苦悩の叫びの最高

の形態の一つであり､ 船舶に向かっての岸辺からの絶望的な合図であり､ 他者との交わりを求める､

一つの孤独からもう一つの孤独への至高の希望なのである｡

船舶の一乗客が､ その通告に気づくこと､ それを尊重することはまことに稀であり､ したがって

重要なのは､ われわれの友愛のはかない試みを､ ある世界からやってくる絶望の押し殺された叫び
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と見做すことである｡ そうした叫びを､ われわれの世界は､ 軋みをたてる家具とか､ ものを囓る虫

とか､ あるいは秋の風の嘆きとして 要するにはっと目醒めてしまった人を､ 耳をそばだてたり

助けを求めたりしなくとも､ 再び眠りこめるようにしてやるいくつかのなまなましい幻影として受

けとめようとするのである｡

わたしの詩集 『幽明集』 は､ あるいは 『通告』 という題名にしてもよかった｡ あの詩集は､ 実際､

通告の最後の試みであり､ 自分一人の島で生まれ前もって死んでいるという､ 容認された孤独の詩

集である 『天使ウルトビーズ』 とも､ 『はりつけ』 とも似ていない｡

『幽明集』 は､ いくつかの位相に分け得るだろう｡ 第一､ 作者は無人島でやって行こうとしてい

る｡ 第二､ 作者は自らのシャツを振っている｡ 第三､ 作者は助けを求めて叫んでいる｡ 第四､ 作者

は呼びかけをはっきりさせようとモールス信号を使っている｡ 第五､ 作者は手で顔を蔽い､ 砂の上

にまた倒れこむ (117) ｡｣

自分は無人島に住む人間であり､ そこの岸辺から通りすぎる船に絶望的な合図を送っているのだ

と考えられている｡ 信号発信の強い意欲にかられるときもある反面､ 絶望的な無力感にとらわれる

こともまた避けられない (コクトーは､ 後者の状態を�それが何になる､ 何をしても無駄だ､ の精

神 (aquoibonisme) �と呼んでいる (118) )｡ この二つの精神状況は､ 表面的には対立しているよう

に見えるが､ それらの根底にあるコクトーの認識は､ むろん別々なものではない｡ 自分が無人島に

住む孤独な人間であるという認識と (119) ､ メッセージを発信してもそれが伝わるかどうかわからな

いという考え方は､ 一本の線でつながっている｡ さらにいえば､ メッセージが届いたとしても､ そ

の内容が本当に理解してもらえるかどうかわからないという危惧の念も当然存在している｡ ここで

は単なる指摘にとどめるが､ メッセージの伝達をめぐるコクトーの懸念は､ 彼がポエジーに虚無的

なものを感じとっていること たとえばそれは､ 『鎮魂歌』 の中で､ ｢亡霊､ 幻 (fant�me)｣ や

｢空虚 (vide)｣ ということばを使って表現されている (120) とも結びついていると考えられる｡

ともあれ､ aquoibonismeに大きく傾いた心理状況のときと､ メッセージ伝達の意欲を強く示す

ときが､ 交互に現われたり消えたりするのだが (121) ､ そこで特徴的なのは､ メッセージ伝達の対象

として若者が想定されている場合が多いことである｡ 『オルフェの遺言』 においても､ やはり若者

に対する呼びかけということが強く意識されている｡ そのあたりは､ この映画の最初に､ コクトー

自身の､ ｢ここにあるのは､ ひとりの詩人が､ 常に変わらず自分を支持してくれた次の世代の若

者たちに残す､ かたみの品であります｡｣ (403) というナレーションが流れることからもあきら

かである (122) ｡ ところが､ こうした発信意欲が表明されているにもかかわらず､ そこには同時に

aquoibonismeの影がちらついている｡

まず､ 今引用したナレーションの直前のところでは､ こう語られている｡

｢わたしの映画はストリップティーズにほかなりません｡ わたしのこの肉体を少しずつはぎとっ

てゆき､ ついには全裸の魂を見せようとしているからです｡ そうした真実以上の真実を渇望する､

影 [闇] の観客は数多くいます｡ 真実以上の真実､ それこそが､ いつの日かわれらの時代の印とな
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るでしょう｡｣ (403)

これと関連して想起されるのが､ プリンセスからの尋問に対する､ ｢詩人というのは､ 詩を書く

人間のことで､ 生きてもいなければ死んでもいない言葉を使います｡ その言葉は､ 話せる人も理解

できる人も､ ほんのわずかしかいないのです｡｣ (425) という詩人の応答であり､ さらにそうした

ことばを使う理由を説明した､ ｢自分の全裸の魂をさらけ出す露出行為におよんでも､ ほとんど盲

人を前にしていることにしかならない……そんな世界で､ せめても自分の同胞とめぐり会おうとし

てのことです｡｣ (425) という詩人の応答である (123) ｡

このように､ 一方では若者たちに対する信号発信､ 呼びかけを行なっているのに､ 他方ではごく

少数の者 自分と同種族の者といいかえてもよい (124) にしか理解されないだろうという思い

を､ 念頭から払いのけることができない｡ コクトーは､ このような矛盾・混乱した精神状況のうち

にあったわけで､ faire-parismeとaquoibonismeの葛藤が､ やや形を変えてここにも現われている

ということができるだろう｡

色濃い絶望感にとらわれつつも､ コクトーはとくに若者に対する呼びかけを重んじて､ 彼らに希

望を託そうとしている｡ しかしながら､ 彼が若者たちをどうとらえていたかという問題は､ それほ

ど単純ではない｡ コクトーは､ 大人は信頼できないが若者の方は信頼できる､ といい切っているわ

けではない｡ 若者に全幅の信頼を寄せているわけではないのである｡ この点について理解を深める

ためには､ まず晩年のコクトーが､ 自分の生きる時代のテンポの速さ､ スピード崇拝の風潮に対し

て示していた反感について知っておく必要がある｡ いうまでもないが､ 彼は､ 芸術作品が安易に生

み出し得るものであるとは､ 少しも考えていない｡ 十分に手間暇をかけて綿密にねりあげて行く職

人的な作業に､ おのれの芸術家としての誇りを見出していたのである｡ たとえば､ 彼はこう語って

いる｡

｢スピード崇拝が職人仕事を滅ぼしつつあり､ その結果､ 真に贅沢なものを創造するのに不可欠

な忍耐とか手練とかは､ 現在ではスピードのための機械類を調整する人々にしか見出されないとい

う有様だ (125) ｡｣

時代にはびこるスピードというものに対する彼の認識が､ さらにくわしく語られている文章を､

もうひとつ引用しておこう｡

｢われわれの時代は間違っています｡ それは自己中心と性急さの時代であり､ 各人はルイ十四世

の言葉を口にします､ 『朕は危うく待つところであった』 と｡

ところで､ すべて美しい作品は手で書かれたのであり､ 長いあいだ待った結果なのであります｡

およそ人生の美しい行程といいうるものはすべて､ ヴァイマルからローマへ行ったゲーテと同じペー

スで､ すなわち､ 徒歩で行なわれるものであります｡ しかるに､ 性急さが頭に血をのぼらせます｡

若い労働者は職人仕事を捨てて工場へ走り､ 芸術家の場合､ 若い人たちは広い国道上で倦み疲れま

す｡ 彼らはライトと泥をあびせる大型車に追い越されて勇気を失います｡ 彼らは屈服し､ 施しを乞

います｡ そして心の中で熱心にヒッチハイクの真似事をするのです｡ これは､ なれなれしく手を差
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し出し､ わずかばかりのスピードと贅沢を物乞いすることに他ならないのです (126) ｡｣

性急さという時代の風潮と､ 芸術創造に携わる者のもつべき心がまえとの間の隔たりは､ 以上の

ようにとらえられていたわけだが､ こうしたコクトーの考え方は､ 『オルフェの遺言』 の中にも反

映している｡ まず､ 詩人とセジェストが､ 六つの眼と三つの口をもつ偶像に遭遇するシーンをとり

あげてみよう｡ 二人は､ 抱き合っている若い男女の姿に目をとめる｡ 彼らは抱き合った状態でお互

いの背中に手を回して､ 何やらノートに書きとめている｡ セジェストは､ 彼らのことを､ ｢知的な

恋人たちだ｡｣ (444) という｡ そこに男の子と女の子が駆け寄って来て､ 抱き合っている二人から

サインをもらう｡ 子供たちは ｢幾何学的な廃墟｣ (444) のところに行き､ 偶像の口にサインをもらっ

た紙を押しこむと､ それぞれの口からリボン状のものがどんどんくり出されてきて､ 風を受けてひ

るがえる｡ セジェストは､ 詩人に対し､ あれは ｢どんな人でも二､ 三分で有名にできる機械｣ であ

り､ 口から出ているものは､ ｢小説や､ 詩や､ 歌……です｡ あの機械は､ 別なコレクターたちがサ

インを投げこんでくれるまで休んでいます｡ あとの時間は､ 消化し､ 瞑想し､ 眠っているわけです｡｣

と説明する (444)｡ このシーンには､ 作者のどのような心情がこめられているのだろうか｡

すでにふれてきたように､ すぐに有名にしてくれる機械は､ 作品創作において職人的な技術や忍

耐を重んじるコクトーの考え方と相容れるものではないことは､ 一目瞭然である｡ ここではさらに､

サインすることのもつ意味について注目する必要があろう｡ 抱き合っている若い男女は､ サインを

求められて気軽に応じるのだが､ 詩人自身がサインを求められるシーンもある｡ 結末近くで､ 詩人

が山道に出たとき､ バイクに乗った二人の警官が彼を呼びとめ､ 身分証を見せろという｡ 彼がその

わけを尋ねると､ 警官の一人が､ ｢理由などありません｡ 歩いている人間は必ず不審尋問すること

になっています｡｣ と答える (454) (先ほど引用したコクトーの文章からすれば､ ｢歩いている人間｣

にこそ､ 芸術の創造において望ましい仕事ぶりを期待し得ることになるであろうが)｡ 警官たちは

身分証を見て､ 彼が有名人であることに気づき､ サインをしてもらおうとする｡ しかし､ その時す

でに､ 詩人はセジェストとともに姿を消してしまっている｡ このシーンには､ 当然のことながら､

コクトーの実生活の体験が投影されていると考えられる｡ 彼は､ 有名人という表面的なレベルでの

み関心を抱いて自分にサインをねだる人々に対し､ 苦々しい思いを禁じ得なかったのだった｡ たと

えば､ そうした心情について､ 彼はこう述べている｡

｢ああ！ 皆さん､ 未だ宇宙船の影すらない昔ながらの公の天にまします神よ､ 願わくば皆さん

の御子息や御令嬢たちが私たちと出会って､ とどのつまりはサインを迫ることになるような思い出

を忘れられんことを｡ そして､ 一人の人間を通りがかりにじろじろ眺めるのではなくて､ 真剣に考

察するようになられんことを (127) ｡｣

この警官たちのように､ 気軽にサインを求めてくる人々が､ 精神的な疎隔感をこめて描き出され

ていることは否定できないだろう｡ また詩人は､ 前出のサインの紙を食べてしまう機械についてセ

ジェストに尋ねた際に､ ｢偶像 (idole)｣ ということばを使っている｡ そこには､ ｢人気者､ アイド

ル｣ という連想も働いているのではないだろうか｡ つまり､ 表面的な有名性に対する否定的な意識
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の存在が感じとれるのである｡ さらにもうひとつつけ加えておきたいことがある｡ それは､ 抱き合っ

ている男女を目にしたとき､ セジェストが口にした､ ｢知的な恋人たちだ｡｣ というせりふである｡

『映画について』 には､ 『オルフェの遺言』 に関してコクトーが新聞や雑誌に掲載したコメントがま

とめて収録されているが､ それらの中で､ コクトーは､ 映画の制作中に知性の働きが関与してくる

ことを自分は拒絶するという趣旨の発言をしばしばくり返している｡ たとえば彼は､ 『オルフェの

遺言』 について､ ｢この映画が�芸術家肌の�知的な映画とは正反対のものであることを強調して

おく (128) ｡｣ と述べているし､ ｢知性のコントロール｣ は ｢詩人たちの最悪の敵｣ であるとさえいっ

ている (129) ｡ 映画作品を制作するにあたって､ 知性が介入してくることへのコクトーの強い反感が､

そのままセジェストのせりふに投影されているとはいえないであろう (詩人自身ではなく､ セジェ

ストのせりふという間接的な形をとっていることもあるので)｡ しかしながら､ �知的であること�
に対する皮肉めいた感情はたしかにこめられているように思われる (130) ｡

このサインを食べる偶像のシーンと対照的な位置にあるのが､ ミネルヴァとの対面をひかえた詩

人が､ 取次係によって長々と待たされるシーンである｡ 後者のシーンでは､ もう少しお待ちくださ

いという取次係のせりふと､ 私は待ち続けたというナレーション コクトー自身による が､

それぞれ四回くり返し現われる｡ この長く待たされる事態が､ ｢どんな人でも二､ 三分で有名にで

きる機械｣ の表わす､ 速成的な作品創造のあり方と､ 対極的な意味合いを含んでいることはあきら

かであろう｡ それにとどまらず､ 詩人が待たされるシークエンスでは､ 彼の姿が一時的に消滅する

し､ またサインをすることの不要性までもが表現されている｡ すなわち､ ようやくミネルヴァと対

面できることになって､ 詩人が､ ｢せめて名前だけでも記帳したほうがよくないかね？｣ と尋ねる

と､ 取次係は､ ｢いらぬことです｡ ノックせずにお入りください｡｣ と答えるのである (448)｡ 自分

の名前などは必要としない世界､ 気軽にサインを求められたりそれに応じたりする世俗的環境とは

違った世界に詩人は入りこんでいる｡ いいかえるならば､ コクトーは､ 詩人のミネルヴァとの対面

に非常に真摯な意味づけを与えているのである (131) ｡

このように､ 抱き合う男女とサインを食べる偶像のシーンでは､ 芸術創造における性急で安易な

やり方に対するコクトーの反発意識､ 有名性というような表面的レベルにのみ人々が関心を寄せる

ことへの索漠たる思いが読みとれるわけだが､ この抱き合っている男女が若者たちであることに注

意を払う必要がある｡ 『オルフェの遺言』 においては､ いわゆる現代風な服装をした若者たちの登

場するシーンが､ この他にもうひとつある｡ それは､ 結末近くで､ 若い男女が乗りこんだスポーツ

カーが山道を全速力で下ってくるシーンである｡ このスポーツカーは､ 詩人が路上で警官から不審

尋問を受けているときに､ 突然姿を現わすのだが､ ここでまず､ さまよい歩き続けていた詩人が山

道に出てから､ 結末にいたるまでのシークエンスに関するシナリオの全文を引用しておきたい｡ と

いうのも､ 矛盾をはらんだ詩人の感情のゆれ動き コクトーの作品ではしばしば見受けられるこ

とだが が､ このラストシーンには､ 集中的に表われているということができるからである｡
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ナレーター 立ったまま眠っているようなこの眠りから目を覚ましたとき､ わたしは､ 道路を歩い

ていた｡ いったいどこへ向かう道だろうかと思っているうち､ わたしの映画 『オルフェ』 に登場

したバイク乗りたちのバイクの音が聞こえた気がした｡ 連中の仕事はわかっていた｡ わたしもま

た､ セジェストと同じ死を蒙らねばならないのだった｡ (山道が大きく曲がるあたりでようやく

足をとめる) 違った……ただの交通警官だった｡

詩人､ やって来たのが 『オルフェ』 の不吉な天使たちではなく､ 二人のバイクに乗った

警官にすぎぬことに気づく｡

警官一 身分証を｡

詩人 どうしてです？

警官一 理由などありません｡ 歩いている人間は必ず不審尋問することになっています｡

警官一､ 身分証を手に同僚のほうへ離れてゆく｡

セジェストの姿が岩壁にあらわれ､ そこから離れて詩人のほうに近づくと､ 自分があら

われた場所へ詩人をひっぱってゆく｡

セジェスト 早く, 早く､ ついていらっしゃい｡

道ばたの岩壁｡ セジェスト､ 磔刑にするかのように詩人の体をそこに押しつける｡

セジェスト (吹きすさぶ風の中で叫ぶ) 結局のところ､ 地上はあなたの祖国ではないのだ｡ (詩

人とセジェストの姿､ 一緒に消える)

バイクの警官たち｡ 身分証を見て相手に気づき､ 失敗をつくろおうとする｡

警官二 サインをください､ と言えばいいさ｡

警官一 (詩人の姿が見えないので) おや､ おや！

驚いた警官一､ 詩人の身分証を取り落とす｡ 落ちた身分証､ 地面に触れてハイビスカス

の花に変わる｡

若い男女が大勢乗り込んだスポーツカー｡ 突然に丘の頂きにあらわれ､ 叫びと笑いとジャ
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ズの喧騒の中を全速で下ってくる｡

警官たち､ バイクにまたがり､ 浮かれ騒ぐ若者たちの車を追跡しようとする｡

ハイビスカスの花､ 土煙の中でくるくると舞い､ 画面の外へ外れてゆく｡

車が遠くに消えてゆく｡ 警官たちのバイクも爆音をたててあとを追う｡

ナレーター こういう次第で､ わたしにとっては告別の映画であったものを､ 陽気な波が追い払っ

てゆきました｡ この映画がお気に召さなかったとあれば､ まことに残念なことです｡ わたしばか

りか､ スタッフとしてごくささいな仕事に携わった人までも､ この映画に全力をそそぎ込んだの

ですから……｡

……わたしにとって､ この映画のスターはハイビスカスの花です｡ 途中で､ 幾人か､ 高名な芸

術家たちの顔に気づかれたでしょうが､ 彼らには､ その名声ゆえに出演してもらったわけでなく､

それぞれが適役だったからであり､ さらにまた､ 彼らがわたしの友人であったからです｡

わたしの手がオルフェの横顔を描き終える｡

シャボン玉が煙に変わり､ 煙が文字に変わってゆく ｢終｣

(454－456)

スポーツカーが出現するシーンでは､ 作品の創造におけるスピードではなく､ 車の物理的なスピー

ドが映像表現されている｡ 当然のことながら､ 作者は両者のイメージと意味を重ね合わせていると

考えてよい (132) ｡ そして､ ｢叫びと笑いとジャズの喧騒｣ についていえば､ こうした軽やかでうわ

ついた雰囲気が､ たとえば詩人とミネルヴァの対面のシークエンスにおける､ 重々しく沈痛な雰囲

気と対照的であることはあきらかである (133) ｡ フルスピードで走る車がまったく否定的な意味合い

のもとに登場してきているとは断言しがたいかもしれない｡ しかし､ この映画の中でそれまで詩人

およびセジェストを中心としてつくり出されてきたひとつの世界のありよう､ 彼らが胸に秘めてい

る心理状況に､ 場違いな違和感をもたらすものであるということはできるのではないだろうか｡ こ

うした見方は､ スポーツカーの若者たちの多数性と､ 詩人の単独性との対照によっても裏づけるこ

とができるだろう｡

何はともあれ､ このように若者たちが登場するシーンには､ 彼らの風俗や暮らしぶりに対する作

者コクトーの皮肉めいた眼差しが感じられるし､ 共感を抱いてはいない様子が見てとれる (134) ｡

『オルフェの遺言』 の冒頭のナレーションでは､ 若者たちに希望を託そうとする思いが表明されて
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いるにもかかわらず､ 若者たちの描かれ方には､ 彼らに対するコクトーの違和感や疎隔感､ ないし

は幻滅感に近いものが漂っているのである｡ やはりここでも､ コクトーの精神内部におけるfaire-

parismeとaquoibonismeの対立・葛藤が表われてきてしまっているのではないだろうか｡

ついでながら､ ラストシーンに出てくるハイビスカスの花について再び注目してみよう｡ 詩人の

身分証を見た警官は､ 有名人であることに気づきサインをもらおうとするのだが､ すでに詩人の姿

は消えている｡ 思わず警官はその身分証をとり落としてしまう｡ ｢地面 (le sol)｣ にふれた身分証

は花に変わる｡ 落下して地面に到達する身分証 (＝花) が､ 祖国ではない ｢地上 (la terre)｣ か

ら消え去る詩人 上昇の方向性をはっきり示しているとはいいがたいが と､ 密接な対応関係

をもつことはあきらかであろう｡ 詩人は姿を消し､ メッセージがあとに残されることになるわけで

ある｡ ｢この花があなたの血でできている｣ (436) とセジェストによって語られていたように､ 詩

人自身と花は深く結びついているし､ また最後のナレーションでは､ ｢……わたしにとって､ この

映画のスターはハイビスカスの花です｡｣ と語られ､ 花に映画全体を代表する意味づけが与えられ

ている｡ ところが､ 地面に落ちた花は､ 疾走するスポーツカーのあとを追って警官たちがバイクを

発進させたとき､ 爆風であおられて吹き払われ画面から姿を消してしまう (135) ｡ ここでまたしても

感知し得るのは､ 詩人のメッセージを象徴する花､ 彼の存在意義にかかわる花､ それが一般の人々

の関心の外にあり､ かえりみられないという予感､ ペシミスティックな絶望感 aquoibonisme

なのである｡

この映画において､ 花にこめたコクトーのメッセージ 無人島からの信号発信 には､ 確信

的な力強さが欠けている印象はぬぐい去りがたい｡ この世界は自分の安住の地ではないという違和

感が根強く存在しているからである｡ 詩人は､ 様々な場所をセジェストとともに､ あるいはひとり

でさまよい続けるわけだが､ 教授に射殺してもらいよみがえったあとも時代をまちがえたままであ

り (136) ､ ひとつの罠をぬけ出しても､ またもや別の罠に落ちこみ､ ｢薄くらがりというか､ 一種の

たそがれ｣ (430) の中を歩んで行かざるを得ない｡ セジェストの口から発せられる､ ｢自分に死を

宣告した人間のところで､ 生きてゆけると思いますか？｣ (445) という�現実�世界への違和感を

表わしたせりふは､ そのまま､ ｢地上はあなたの祖国ではないのだ｣ というこの世に対する離別を

表明したせりふへとつながって行く｡ くり返すが､ これらのせりふは､ 詩人自身の認識とほとんど

そのまま重なり合うものであるといってよい｡ こうした現実認識のありようが､ ペシミスティック

なaquoibonismeへと傾斜して行く心理状態を誘い出すことは避けられないのである｡

すでにふれたことだが､ 『オルフェの遺言』 と 『鎮魂歌』 は､ 創作の時期が近接しており､ この

二つの作品におけるコクトーの現実認識､ 芸術的な発想には､ 通底するものが認められる (137) ｡ こ

こで､ 『オルフェの遺言』 を中心として指摘してきたaquoibonismeとfaire-parismeの関係性の問

題に限定して､ 『鎮魂歌』 を再びとりあげてみることにしたい｡ まず､ 現世に対するコクトーの違

和感が表明されている一節を引用してみよう｡
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生まれたのがまちがいだった冷淡な世界

息子の私はその世界の最良のものに挨拶し

わけのわからぬことばに熟練の腕をふるって

神々の墓の上で一輪の薔薇を摘みたいと思ったのだ (138)

こうした違和感は､ 地上において自分が根拠とすべき場所が見出せないという思い､ ふらふら漂

い続けているという感覚 めぐり歩きといいかえてもほぼ同じことである に結びつく｡

どこに私は根づいているのか

どこから私は根なし草になったのか

(……)

地上は結局私の祖国ではないのだ

(……)

ああ 私は波まかせに流されて行く

漂流物 海に漂う瓶だ (139)

自己を瓶になぞらえているところは､ 届くかどうか定かではないメッセージが中に含まれている

といった状況を思い浮かばせるかもしれない｡ 次に引用するのは､ 自分とこの世との間に親和的な

関係が成立し得ないために､ 離別の意思を抱くにいたったことが語られている一節である｡

嘘をつき人をだまし手抜きをする世界よさようなら

鬼さんは眠っている ぼくは奴の靴を盗んだのだ

予想していたとおり この鬼からぼくが離れられる場所は
・・・・・・・・・

全部で七つだ

心の中で七飛びして 逃げ出すのはこの古びた世界

ぼくは愛しているのに 同じようにぼくを愛してはくれなかった (140)

そして､ 無人島にとり残された孤独な存在が､ メッセージの発信を試みつつも､ 絶望や徒労感に

とらわれてむなしく崩れおちる様子 こうした心理状況に関してはすでに何度も言及してきた

が､ 詩的なレトリックをほとんど交えない､ 直接的な表現で書きとめられている｡
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ぼくの至聖なる孤独よ

おまえの無人島の渚で

遭難者は手をあげる

そうして船々は通りすぎる通りすぎる

自分が船に気づいてもらえた者の一人だと思うのは

時には心楽しくもあろう

だがぼくはすぐに諦めて

おまえの名前を砂に書く (141)

しかしながら､ 『鎮魂歌』 の一番最後のところでは､ なえしぼむ気持ちを奮いたたせるかのよう

にして､ 再び若者たちに語りかけ､ メッセージを何とか送り届けようとする意欲を見せる｡

まだ存在していないあなたがたへ

私と似た者となるであろうあなたがたへ

正体の定かではないあなたがたへ

私が言葉をかけるのはあなたがたへなのだ

不思議な異国人のわけのわからぬ

命令を受けた巧妙な手わざによって

白日の下にひき出された

私の夜が話しかけるのはあなたがたへなのだ

(……)

だからこそあなたがたを私に任せてくれる

この機会を利用して

あなたがたのまだ機能していない若い血管の奥に

私の心臓の赤いインクを

そそぎこむのだ (１４２)

『鎮魂歌』 において､ コクトーの心情は､ このようにaquoibonismeとfaire-parismeの間を右に

左にゆれ動いている｡ こうしたゆれ動きは､ 『オルフェの遺言』 の中にも､ とりわけ､ かなり長く

引用しておいた最後のシークエンスに､ 集中的な形で表われ出ている｡ ややくどくなるのを承知の

上で､ メッセージの発信という問題を中心に､ このシークエンスにこめられている詩人の心情を､

あらためて細かくたどってみることにしよう｡� 詩人のめぐり歩きに同行していたセジェストが､ 突然出現する｡ 彼は､ ｢結局のところ､ 地
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上はあなたの祖国ではないのだ｡｣ と叫び､ 詩人とともに姿を消す｡ 詩人と精神的に交流し､

親密な関係をとり結んでいる相手は､ 異性ではなく同性のパートナーである (そこが､ 戯曲

『オルフェ』 や 『地獄の機械』 や 『美女と野獣』 などに出てくる､ 異性同士として設定された

主人公たちの関係とは食い違っている)｡ セジェストのせりふによって､ 詩人がこの世では理

解され受け入れてもらえる人物ではないことが示される｡ セジェストの叫びと二人の消滅によっ

て､ 現世への告別がことばおよび行為として表出されているのである｡� 警官が詩人の身分証を見て､ 有名人であることに気づき､ サインをもらおうとする｡ ここで

は有名性という表層的なレベルで一般大衆に受け入れられている｡� 警官のとり落とした身分証が､ 地上で花に変わる｡ この花は､ 詩人の血との緊密な結びつき

から､ 詩人のメッセージを体現したものと見なすことができる｡ 詩人の発信したメッセージが

現世に残されるわけである｡� 丘の上から､ 若者たちが大勢乗りこんだスポーツカーが全速で下ってくる｡ 若者たちは､ メッ

セージ発信の相手としてとりわけ詩人が念頭に置いていた存在であるにもかかわらず､ このシー

ンでは､ 多数性や喧騒､ そして性急さを表わしたイメージとなっており､ 否定的に描き出され

ていると考えられる｡ ここでは､ 若者たちへの発信の意図よりも､ むしろ彼らとの疎隔感

受け入れてもらえる状態にはないことの認識 の方が強くにじみ出ているといえるのではな

いだろうか｡� 若者たちのスポーツカーを追って警官のバイクが発進し､ その爆風にあおられて､ 花はあっ

さりと吹き払われる｡ つまりメッセージは受けとめられている状態にはない｡� ｢陽気な波｣ が､ ｢告別の映画｣ この映画のスターはハイビスカスの花である を追い

払ってしまう､ というナレーションが流れる (143)｡ つまり､ この映画ないし花に託したメッ

セージが受け入れられてはいないという思いが､ 詩人の脳裏には去来している｡� しかしまた､ 同じナレーションで､ この映画が気に入られなかったら残念だという観客への

アッピールがなされ､ 自分も含めた映画制作スタッフへの言及がなされる｡ つまり､ 無人島の

住人という立場から離れた､ 作品創造における共同性の側面が語られている｡� ひき続きナレーションで､ 何人かの有名な芸術家たちが出演してくれたが､ それは彼らが私

の友人であったからだと語られる｡ つまり､ ここでも作者の必ずしも孤独ではない側面が示さ

れているのである｡� 一番最後に､ シャボン玉が現われる｡ シャボン玉が煙に変わり､ ｢終｣ の文字となり､ それ

も消えて行く｡ つまり､ コクトーのつくりあげたひとつの作品世界が､ うたかたの夢であるか

のように何もない無の世界に戻って行くことが表現されている｡ ここでは､ メッセージ発信の

意欲とは相反する､ 諦念､ 虚無感の方が強くにじみ出ているように思われる｡

このように､ 自己のメッセージや芸術作品の受け入れられ方をめぐる絶望や幻滅､ 若者たちとの

断絶感､ 共同性をもつ芸術制作のもたらす慰安､ 芸術作品にまつわる虚無意識などが次々と表われ

青木：ジャン・コクトーの 『オルフェの遺言』 (Ⅱ) 29



てくる｡ およそ芸術の創造やそれのもたらすべきメッセージをめぐる作者の様々な感慨が､ とりと

めない形ではあるが凝縮的に語られているのである｡ そうした心情の根底に､ faire-parismeと

aquoibonismeの心理的葛藤が根本的な要因のひとつとして存在していることは､ くり返し指摘し

てきたところである｡

コクトーは､ 芸術表現は､ 盲人を前にしての ｢自分の全裸の魂をさらけ出す露出行為｣､ ｢公然猥

褻罪｣ であると見なしていたわけだから､ メッセージを発信してもごく少数の者にしか伝わらない

と考えていたはずであり､ それはほとんど確信に近いものであったということができる｡ こうした

コクトーの独特な認識を形づくっていた重要な基盤のひとつとして､ やはり､ 彼のホモセクシュア

リティへの傾斜ということを考慮せざるを得ないであろう｡ たとえばミロラドは､ コクトーの 『ミ

ロラドへの手紙』 の巻末に付した後書きの中で､ 『五月一日の闘牛』 にふれて､ こう記している｡

｢(……) 闘牛は､ 死の側面と同時に同性愛の側面から考察されている｡ 『五月一日の闘牛』 に関

しては､ 長大な興味深い精神分析的研究があってよい (144) ｡｣

｢ぬき去りがたく痛切な形で彼の特徴となっていたのは､ 罪責感という抑圧的だが創造的でもあ

る性的な人格形成のあり方である｡ 彼は､ 性的な問題が制止され抑圧されていればいるほど重要な

意味をもつようになるたぐいの人間だった｡ 彼の作品の中で､ その問題は隠されてはいるものの､

ことばまでもエロス化しつつ､ あちこちで再浮上してきている (145) ｡｣

こうした独特な芸術意識のありようについて､ コクトー自身､ 明確に察知していた (146) ｡ そのよ

うな認識が､ 芸術家として自己が生きて行くことの困難さ､ 人生のレベルにおいて違和感がなく安

定した境遇を獲得しにくいこと､ そういった思いと結びつくものであることは､ 容易に想像がつく｡

したがって､ 芸術と人生をめぐるコクトーの考え方が､ ｢詩人たちの人生は一つの悲劇であって､ (…

…) (147) ｡｣ という発言や､ ｢芸術は孤独の最も悲劇的な形のひとつだ (148) ｡｣ というような発言にい

たることも､ 当然の帰結であろう｡ さらには､ 芸術家ないし詩人は呪われた存在であり､ 自分はそ

の種族の一員であるという見解が､ コクトーの晩年の著作や講演などにしばしば登場するのだ

が (149) ､ それは､ 芸術と人生に関する同種の痛切な自覚に由来しているところが大きいことも､ た

やすく推測がつくのではないだろうか｡

コクトーは､ 『オルフェの遺言』 について､ 自ら次のような解説を行なっている｡

｢おそらくやこの映画は､ 言葉を行為 (actes) に変換せしめようとした初めての試みであろう｡

詩の言葉を組織するかわりに､ 行為を組織しようとしている｡ 言葉をともなった物語ではなく､ 映

像 (images) そのもののシンタックスなのである｡｣ (392)

｢『オルフェの遺言』 において､ 私が頼みとし得るのは､ 映像 (images) の力ないし魅惑だけで

す｡ というのも､ 物語的な興味は注目するほどではないのです (150) ｡｣

｢この映画は物語を語っているのではなく､ 詩のことばのように接合された行為 (actes) で作
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りあげられています (151) ｡｣

コクトーは､ 映像のつなぎ合わせ方に自分は独自の新しい工夫をこらしていると自負していた｡

そうすることで､ ことばによってつむぎ出されるポエジーと匹敵する､ �映画のポエジー (po�sie
cin�matographique) � ｢視覚の詩 (po�me visuel) (152) ｣ といってもよい を実現しよう

としていたように思われる｡ とはいえ､ こうした ｢映像そのもののシンタックス｣ の試みは､ 『オ

ルフェの遺言』 が初めてではなく､ やはり 『詩人の血』 にすでにその出発点があったととらえるべ

きであろう｡ 題材やアイディアやイメージの表現・方法のみならず､ 映像 無意識の世界､ �非

現実�の世界と深いかかわりをもつ が唐突かつ強引につなぎ合わせられているという点でも､

『オルフェの遺言』 は 『詩人の血』 と深い類似性を有しているからである｡

しかしここで､ 『オルフェの遺言』 に関して､ 別の側面からの指摘をしておきたい｡ 前言をひる

がえすことになるかもしれないのだが､ 実は､ この映画で示されている芸術をめぐるコクトーの考

え方に､ 戯曲 『オルフェ』 と映画 『オルフェ』 で示されている彼の考え方と通底するものが存在す

ると思われるのである｡ こうした観点から､ もう一度 『オルフェの遺言』 を眺めてみることにしよ

う｡

まず､ すでに指摘したように､ この映画において､ 詩人は芸術的限界性をうち破ろうとする意欲､

芸術家としての晩年にいたってもなお衰えない意欲を見せるのだが､ これが､ �未知なるもの�を

追いつめようとする､ 『オルフェ』 二作品の主人公であるオルフェの意気盛んな情熱と対応してい

ることはあきらかである (153) ｡

次に､ 迫害・試練をひき受ける主人公という設定のしかたを見てみよう｡ 戯曲 『オルフェ』 にお

いて､ 自分を襲撃しようとする ｢あばずれ女たち｣ の太鼓の音を耳にしたとき､ オルフェは次のよ

うに語る｡

｢彫刻家が傑作を刻みつつある大理石は､ なんと思うだろう？ 多分思うに違いない､ 『おれを

叩いていやがる､ おれを傷だらけにしていやがる､ おれを侮辱していやがる､ おれをぶち割ってい

やがる､ おれはもう駄目だ』 と｡ この大理石は大馬鹿者だ｡ ウルトビーズ！ 人生が今､ 僕を彫刻

している最中だ｡ 人生が今､ 傑作を作りつつある｡ 僕は､ わからないながらも､ この打撃に堪えな

ければならない｡ 毅然として苦痛を享け､ 動じることなく､ 人生の仕事を助け､ 力を貸して､ 仕事

がしあがるのを待つべきだ (154) ｡｣

オルフェは自己を大理石になぞらえ､ 迫害という ｢人生｣ の悲劇が､ この自分という ｢大理石｣

を切り刻むことによってすばらしい作品が完成されるのだと考えている｡ ここでの迫害・試練の与

え手は､ ｢あばずれ女たち｣ であり､ 出来事の輪郭は鮮明である｡ そして､ 攻撃にさらされるオル

フェは意気軒昂たる青年芸術家として描き出されている｡ 一方､ 『オルフェの遺言』 の場合はどう

であろうか｡ 実をいえば､ この映画においても､ 様々な試練や苦難にさらされる主人公の詩人が､

ひとつの作品として提示されているのではないかと考えられるのである｡ ただしこの映画において

は､ 当然のことながら､ 詩人のひき受ける試練の内容はかなりニュアンスが変わってきている｡ た
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しかに教授やミネルヴァから危害的なものを加えられ､ 試練にさらされてはいるのだが､ 戯曲 『オ

ルフェ』 と比べてみると､ 受難としての切迫感や悲劇性は弱まっている｡ むしろ､ かりそめの栄光

を手にしたあとに､ 自らの宿命の重圧､ ｢生存の刑｣ (434) の苦しみに耐えつつ､ ひたすらめぐり

歩きを続ける詩人の姿が強く浮かびあがってきているといえるのである｡

しかしながら､ 迫害・試練にさらされる主人公という造型がなされ､ その生き方を一種の作品と

してとらえようとする意図は､ 『オルフェの遺言』 においてもなお存続していると考えられるのだ｡

そして､ こうした発想にもとづく作品を提示すること､ それがとりもなおさずひとつのメッセージ――�遺言� を残すということの意味となっているのではないだろうか｡ さらに､ 最後には試練に

耐えている自己､ 苦しい境遇に置かれている自己を救ってくれる者が出現するという筋書きも､

『オルフェ』 二作品と共通性の感じられるところである｡

こうして見てくるなら､ 『オルフェの遺言』 は､ ｢映像そのもののシンタックス｣ を試みた作品で

あるだけでなく､ その構想の根底には､ コクトーの長年にわたる芸術的な認識や考え方が相変わら

ず存在しており､ 作品の制作に際して､ それがおそらくある種の拘束力をもって発動し続けていた

と思われるのである｡

本稿をしめくくるにあたって､ もう一度 『オルフェの遺言』 と 『鎮魂歌』 の関係性についてふれ

ておきたい｡

すでにくわしく述べてきたように､ これら二つの作品は､ メッセージ発信の意欲を強く示してお

り､ またそれにまつわる､ 葛藤を含んだもろもろの感情が吐露されているという点で､ 共通した特

徴を有している｡ コクトーにとって､ メッセージの発信とは､ 盲人たちを前にしておのれの全裸の

魂を提示する試みであるがゆえに､ 自分を理解してくれる者はごくわずかしかいないであろうと考

えられている｡ セジェストの ｢地上はあなたの祖国ではないのだ｣ というせりふには､ 私は受け入

れられることなく､ また真に理解されることもなく､ この世を離れて行かねばならないという作者

の思いがこめられている｡ 地面でハイビスカスの花に変わった身分証のシーンも､ 作者の同じよう

な心境を物語るものであろう｡ しかしその一方で､ �遺言�ということばには､ この世に別れを告

げる自分の残して行くものを理解してほしいという願望が､ 基調音として響き続けていることもま

た確かである｡ そして実をいえば､ その意味では､ 『鎮魂歌』 も�遺言�の作品と見なすことがで

きるのである｡ 1963年７月７日付のミロラド宛の手紙 コクトーが死を迎える三か月あまり前の

には､ こう書き記されている｡

｢私のことを考えて､ そして 『鎮魂歌』 のどこでもいいから開けて下さい｡ それが私の告別のこ

とばだったことがわかるでしょう (155) ｡｣

コクトーにおいては､ 自分のつくり出した様々な作品だけでなく､ 作中の主人公に託して描き出

した人生をも作品として提示し､ 受け手にその理解を求めようとする意図が終生消え去ることはな

かったと考えられる｡ 総じていえば､ 『オルフェの遺言』 で表現されている詩人の姿には､ 宿命の
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重圧に耐えつつめぐり歩きを続ける者の､ 苦渋に満ちた悲劇性が色濃く漂っている｡ その点からす

れば､ たとえば 『存在困難』 の中で､ コクトーが軽快さ (l�g�ret�) と軽薄さ (frivolit�) を峻別

し､ 前者は精神的な誠実さに裏打ちされているとする一方で､ 後者には厳しい批判を向けているの

も当然納得の行くことであろう｡ 自分は�軽快�であることを否定するつもりはないけれども､�軽薄�では断じてないという彼の強い主張がそこにはこめられているのである｡

｢軽薄さとは英雄的心情の欠如以外のものではなく､ 何事にあれ自己を曝すことを拒む精神であ

るといえる｡ 軽薄さはダンスと見まちがわれた逃亡であり､ 速さのように見えるのろさであり､ わ

たしが上に述べたような､ 深遠な魂の持主にしか存在しないあの軽快さに一見似ている鈍重さなの

である (156) ｡｣

『オルフェの遺言』 の中で､ セジェストは､ この世とは異なるもうひとつの世界であるゾーンに

自分が置き去りにされたことで､ 詩人を激しく非難する (422)｡ また､ 尋問を受けたあと､ 二人が

様々な場所 試練の待ちかまえている のめぐり歩きを開始するところでは､ 導き導かれあう

自分たちの関係性について語っている (436)｡ そしてラストシーンにおいて､ 山道に出た詩人は､

やって来た二台のバイクを前に立ちつくし､ ｢わたしもまた､ セジェストと同じ死を蒙らねばなら

ないのだった｡｣ と考えるのである｡ これらのシーンの背景には､ 作者のコクトーとかかわりのあっ

た､ 今はこの世にない人々 ラディゲを始めとする の面影が揺曳していると､ 私としてはや

はり受けとめざるを得ない｡ 自分もまた死をひき受けるということ､ 詩人にとって､ それは死者と

いう他者たちと深い精神的交流・共感の成立する世界に入りこんで行くことであり､ また､ この世

に居残っている自分が抱かざるを得なかった罪責感めいたものに埋め合わせをつけることでもある｡

つまり､ それは他者に対する鎮魂の行為でもあり､ 自己に対する鎮魂の行為でもある｡ セジェスト

とともに祖国ではないこの世から姿を消すという設定には､ むろん救済を求める作者の願望がこめ

られているだろう｡ しかしその一方で､ 半ば絶望的な思いにとらわれつつも､ 自己の作品､ 自己の

生き方に対する受け入れと理解を求め､ メッセージを発信し､ いくばくかの希望を託してやまない

のである｡ これもやはり､ おのれの魂の慰めと安らぎを何とか見出さんとする作者自身の願望にも

とづくものであり､ おのれに対する鎮魂的な意味合いが含まれていると考えられるのだ｡ 『鎮魂歌』

と並んで､ 『オルフェの遺言』 もまた､ 鎮魂 他者と自己に対する としての側面が非常に強

い作品であるといってよいのではないだろうか｡
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�注�
(88) 上位の存在を意識し､ その媒介者の役割を果たす典型的な人物として､ 映画 『オルフェ』 の

プリンセスを思い浮かべることができる (拙稿､ ｢ジャン・コクトーの映画 『オルフェ』｣､ 前掲

書､ 389－391頁を参照)｡

(89) ちなみに､ セジェストは､ 詩人の抱えている闇にふれて､ ｢あなたの夜を陽光の中に引き出

すのです｡ そうすれば､ 誰が命令を与え､ 誰が実行すべきか､ よくわかるでしょう｡｣ (418) と

語りかける｡ なお､ 闇の運搬用具としての詩人の役割については､ 拙稿､ ｢ジャン・コクトーの

『美女と野獣』｣､ 前掲書､ 79－80頁を参照されたい｡

(90) コクトーは､ ｢人が､ 大地に足をふまえて生きながら､ 夢想しているように見せても､ ポエ

ジーに仕えていることにはならない｡ ポエジーは､ 片足を生命の中に､ 他方を死の中にいれて歩

いている｡ だからこそポエジーは､ びっこだと言うのだ｡ そして､ こうしたびっこのおかげで､

ポエジーとわかる｡｣ (『美の秘密』､ 佐藤朔訳 [ジャン・コクトー全集Ⅴに収録]､ 499頁) とも述

べている｡ これは､ 引用した ｢フェニクソロジー｣ の一節と､ ほぼ完全に対応している｡

(91) このせりふとほぼ同一のものが､ 『レオーヌ』､ 小佐井伸二訳 (ジャン・コクトー全集Ⅱに収

録)､ 31頁や､ 《LXX. Adieu faux paradis... 》, ������������, in ��������������������������������, p.876や､ ｢日曜日の溺死者｣､ 『パラプロゾディ』､ 渋沢孝輔訳 (ジャン・コ

クトー全集Ⅱに収録)､ 254頁や､ 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 446頁などに見出される｡ つけ加えておけ

ば､ このせりふが､ ピラトに対するイエスの返答､ ｢わたしの国はこの世のものではない｡｣ (『ヨ

ハネによる福音書』 第18章36節) を連想させるものであることはあきらかであろう｡

(92) セジェストは､ プリンセスに対し､ ｢この男 (＝詩人) が､ 証明されることはすべて俗悪だ

と申しております｡ わたしも同感ですね｡｣ (426) という｡ ちなみに､ コクトー自身､ ｢証明され

うるものはすべて俗悪であります｡｣ (『オックスフォード大学講演』､ 前掲書､ 579頁) と述べて

いる｡

(93) すでに引用したように､ 詩人が､ セジェストの役割と自分がこうむるべき試練について尋ね

ると､ セジェストは､ ｢わかっているのは､ ただ､ この花があなたの血でできていること､ あな

たの運命の断続とぴったり合わさっているということだけです｡｣ (436) と答える｡

(94) セジェストは詩人に対し､ ｢わたしとしては､ 憤りはあるにしても､ なんとかこの袋小路か

らあなたを救い出してあげたいと思います｡｣ (436) と語る｡

(95) 二人の男のパフォーマンスのシーンは､ ほぼ一貫して沈痛でシリアスな雰囲気が持続するこ

の 『オルフェの遺言』 にあって､ 幕間の気晴らし的な明るさを漂わせた数少ない場面のひとつで

ある｡ 作者のコクトーは､ こうした構成の起伏を十分意識していたと思われる｡

(96) 『存在困難』､ 前掲書､ 407－408頁｡

(97) 師と弟子の反転可能な関係性については､ たとえば､ 『存在困難』､ 前掲書､ 318頁､ 323－325

頁や､ 『アカデミー・フランセーズ入会演説』､ 前掲書､ 527頁や､ 『オックスフォード大学講演』､
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前掲書､ 568頁や､ Roger St�phane, ������������������������������Tallandier, 1964,

p.56を参照されたい｡

(98) 映画 『オルフェ』 におけるセジェストとラディゲの関係については､ 拙稿､ ｢ジャン・コク

トーの映画 『オルフェ』｣､ 前掲書､ 393－395頁でややくわしく説明してある｡

(99) たとえば､ プリンセスの ｢あなたは？｣ という問いに対し､ セジェストは､ ｢この男の養子

で､ 本名エドゥアール､ 画家です｡｣ と答え (425)､ 自己 (＝デルミット) とコクトーの実生活

レベルの間柄について言及している｡

(100) つけ加えておけば､ 教授は､ 詩人が不可欠な存在であると考えているわけだが､ これはコ

クトーの考え方そのものであるといってよい (『アカデミー・フランセーズ入会演説』､ 前掲書､

535頁や､ 『オックスフォード大学講演』､ 前掲書､ 559頁や､ 『詩についての講演』､ 前掲書､ 582

頁を参照)｡

(101) 芸術の創造行為とかかわりあう､ 闇や怪物的な存在をめぐって､ コクトーが似たようなイ

メージを思い浮かべている例としては､ 『知られざる者の日記』､ 前掲書､ 238頁や､ 『へその緒』､

前掲書､ 552頁を参照されたい｡

(102) たとえば､ コクトーは､ ｢人間は人間の次元に捕えられた不具の囚人です｡ 彼の高貴さは､

自分の不具性を自ら受け容れたこと､ そして時として､ 走っている自分の姿を夢見る中風患者に

似ていることにあります｡｣ (『アカデミー・フランセーズ入会演説』､ 前掲書､ 532頁参照) と語っ

ている｡ なお､ これに類似した表現は､ 『知られざる者の日記』､ 前掲書､ 211頁にも見出すこと

ができる｡

(103) この点については､ 拙稿､ ｢ジャン・コクトーの映画 『オルフェ』｣､ 前掲書､ 387－388頁を

参照されたい｡

(104) 『永劫回帰』､ 杉本秀太郎訳 (ジャン・コクトー全集Ⅷに収録)､ 161頁｡

(105) 『知られざる者の日記』､ 前掲書､ 236－237頁｡

(106) ジプシーたちに対する共感を､ コクトーは､ たとえば､ ｢わたしに関する伝説は馬鹿者たち

を遠ざける｡ 知性のある人々はわたしを疑わしげな眼で見る｡ この両者のあいだに何がわたしに

残されているだろうか｡ 放浪する人たちだ｡ わたしに似て､ シャツよりも頻繁に居場所を替え､

その土地に滞在する権利を見世物で支払う連中だ｡ だから､ わたしの孤独は決してむっつりした

様相は呈さない｡ わたしは客寄せ道化か出し物の時刻だけ人前に姿を現わす｡｣ (『存在困難』､ 前

掲書､ 423頁) と述べている｡

(107) 『五月一日の闘牛』､ 前掲書､ 447頁｡

(108) コクトーは､ 『アカデミー・フランセーズ入会演説』 の中で､ ポエジーの探求と科学の探求

の類似性について語り､ 若い科学者たちへの親近感を表明している (前掲書､ 533頁を参照)｡ な

お､ 注 (51) で引用した教授のせりふには､ 教授の科学擁護の姿勢がよく表われている｡

(109) この詩は､ 《LXXII. Mon corps�》, �������������in ����������������������������
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�����p.879の第３連である｡ ちなみに､ コクトーは､ 入れ子構造に多大な関心を寄せており､

『知られざる者の日記』 において､ 何度もくり返しこの問題について言及している｡ その言及の

ひとつに､ ｢おそらくわたしたちは､ 有限な存在であり､ そして､ 有限ないくつかの体系を内に

含むものです｡ そして､ この有限な体系自体､ 別の体系を内に含むという具合に､ 無限に続いて

行きます｡ おそらく､ わたしたちはみな､ 有限な体系 (滅びるものであるところの) の一つのな

かに棲んでいて､ この有限な体系自体､ 同じく滅びるものであるところの別の有限な体系のなか

に含まれるのです｡ お互い同士たがいに入り込み合っている､ 有限なるもののこの無限､ このや

やこしい球､ これこそ神の王国ではないでしょうか｡ いや､ 神自身ではないでしょうか｡｣ (前掲

書､ 402頁) とあるが､ これは､ プリンセスが引き合いに出してきたコクトーの詩の一節とほぼ

同じ趣旨を､ 散文の形でくり返したものだといってよい｡

(110) この点に関しては､ 拙稿､ ｢ジャン・コクトーの戯曲 『オルフェ』｣､ 前掲書､ 105－107頁を

参照されたい｡

(111) 『レオーヌ』､ 前掲書､ ２頁｡

(112) 『レオーヌ』､ 前掲書､ 11頁｡

(113) 『知られざる者の日記』､ 前掲書､ 213－214頁｡

(114) 『フランスの秘密兵器』､ 岩崎力訳 (ジャン・コクトー全集Ⅴに収録)､ 602－603頁｡

(115) 『存在困難』､ 前掲書､ 344－345頁｡

(116) 本稿､12－13頁で引用したコクトーの文章を参照されたい｡

(117) 『五月一日の闘牛』､ 前掲書､ 408頁｡

(118) 『フランスの秘密兵器』､ 前掲書､ 617頁や､ Esquisse pour un portrait d'Aragon, in J.

Touzot, ����������������������������������p.339を参照｡

(119) コクトーは､ 孤独をめぐって､ ｢一つの作品はわれわれの孤独のこの上ない表現なのである

から､ 芸術家は他人との接触へのどのような奇妙な欲求から彼の孤独を白日の下に曝す気になる

のだろうか､ と不思議な気がする｡｣ (『存在困難』､ 前掲書､ 442頁) と述べている｡ また､ 1962年

10月21日付のミロラド宛の手紙では､ ｢ポエジーとは､ 孤独 無人島 なのです｡ 私たちは

灯火によって沈黙をとり交わす修道士なのです｡｣ (Jean Cocteau, ����������������Editions
Saint-Germain-Des-Pr�s, 1975, p.179) と書き記している｡

(120) 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 418－419頁および526－527頁を参照｡

(121) 1958年12月７日付のミロラド宛の手紙 (Cocteau, ������������������������p.97) や､

《Trop penser paralyse l’�me…》, Interview donn�e ����������en 1958, in J. Touzot,����������������������������������p.415や､ 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 516頁では､ aquoibonisme

がどうしても優位を占めがちになることが語られている｡

(122) 『映画について』､ 前掲書､ 174－175頁においても､ このコクトーのナレーションとほぼ同

じ内容の記述を見出すことができる｡ なお､ 若者に対する発信意欲は 『存在困難』､ 前掲書､ 465頁
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や､ 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 502頁､ 528－529頁でも示されている｡

(123) この詩人のせりふとまったく同じ趣旨をくり返した､ コクトーの文章を引用しておく｡ ま

ず､ 『知られざる者の日記』 には､ ｢絶えず公然猥褻罪を犯すこと｡ 何も恐れることはない｡ それ

は盲人たちを前にして行なわれる｡｣ (前掲書､ 395頁) とあり､ そして､ 『オックスフォード大学

講演』 には､ ｢芸術は一種のスキャンダルであります｡ 盲人の前で行なわれるというのが､ その

唯一の弁解であるところの､ 露出症的行為であります｡｣ (前掲書､ 577頁) とある｡

(124) コクトーは､ 1958年５月13日付のミロラド宛の手紙で､ ｢私は死ぬまで､ 互いに類似し､ 求

め合い､ ひとつの種族を形づくる無数の孤独を信頼し続けるだろう｡ まさしくこの意味で､ 私は

書き､ 語り､ 出版し､ 映画を撮るのです｡ [改行] この無人島で､ 心をこめて｡｣ (J. Cocteau,������������������������p.75) と記している｡

(125) 『存在困難』､ 前掲書､ 410頁｡

(126) 『オックスフォード大学講演』､ 前掲書､ 558－559頁｡

(127) 『詩についての講演』､ 前掲書､ 597頁｡

(128) 『映画について』､ 前掲書､ 175頁｡

(129) 『映画について』､ 前掲書､ 189頁｡

(130) 尋問を受けるシークエンスで､ 詩人が自作の詩 すでにふれた､ 入れ子構造をテーマと

した詩 について､ プリンセスとウルトビーズに説明する場面がある｡ 二人は､ その詩の意図

が理解しかねるといった様子を見せる｡ ウルトビーズが､ ｢あるいはこの男､ 本当に愚かなのか

もしれません｡｣ というと､ プリンセスは､ ｢知的な人間ならあまり心配はないのだけれど……｡｣

と応じる (427)｡ この二人のやりとりにも､ 知的であることへの嘲笑めいたものが漂っているで

あろう｡

(131) ミネルヴァとの会見のまさしく直前に､ ｢スチュワーデスの非人間的な声｣ が､ ｢お座席の

ベルトをお締めください｡ これ以後お煙草はご遠慮くださいませ｡｣ (448)､ とナレーションで語

りかける｡ 1958年７月８日付のミロラド宛の手紙で､ コクトーは､ ｢この５日で､ 私は69歳 (原

文のまま) になりました｡ スチュワーデスが､ 『タバコの火をお消しになって､ ベルトをお締め

下さい｡』 という頃合いです｡ 旅路は果てしないものの､ いよいよの終わりなのです｡｣ (J.

Cocteau, ������������������������p.76) と記している｡ ミネルヴァとの会見の表わす ｢オ

ルフェ的イニシエーションの最後の試練｣ そこでもやはり死と再生がくり返されるのではあ

るが に､ コクトーが､ 格別な意義を与えていることが理解されるだろう｡

(132) たとえばコクトーは､ 時代の性急さ､ そして作品創作における性急さについてこう語って

いる｡ ｢性急さがすべてを台無しにした｡ (……)｡ これ見よがしのおびただしい車が､ 徒歩や精

神的な旅や心のキャンプ旅行に泥水を跳ねかける｡ 歩く若者は落胆し､ 『アカデミー・フランセー

ズ入会演説』 で私が明言したように､ 熱心にヒッチハイクの真似事をする｡ 自分は速く進んでい

ると信じこんでいるのだ｡ だがこの速さは､ 彼自身の速さではない｡ 時間を無駄にしているのに
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節約していると思って乗っている車が自分のものではないのと同じように｡｣ (Le cin�ma et la

jeunesse, in J. Touzot, ����������������������������������p.373)
(133) コクトーは､ 『詩についての講演』 において､ �セリ・ノワール�の小説をとりあげ､ そこ

では ｢われわれの時代に固有なあの詩的なポエジー｣ (傍点筆者) これは､ 彼がとくに嫌っ
・・・・・・・・・

ていたものである がきらびやかに現われ出ていると語り､ 題材となっている ｢無教養な若者

たちと､ 様々な流派に属している若者たち｣ について言及し､ さらに､ ｢ジャズの陶酔､ ネオン

の幻影､ ラジオの吟遊詩人たちが各人の家で朗読する､ 殆ど架空の叙事詩といえるツール・ド・

フランスの中世物語､ そして恋におちた王女､ 女優の離婚､ 崩壊する王国､ 洞窟のフレスコ画､

きれいな爆弾 (他者だけを殺害する爆弾)､ スプートニク号の猿､ 石油ラッシュ､ 恐ろしい雪男､

月旅行｣ について､ 否定的なニュアンスをこめて言及している (前掲書､ 597頁)｡ 若者たち

すべての若者とはいえないが や､ 軽薄とか喧騒 (ジャズも含めて) への反感､ 総じて世俗的

なことがら､ 三面記事的な出来事への苦々しい思いを､ そこには読みとることができる｡ つけ加

えておけば､ 『オルフェの遺言』 の中で､ 詩人がばらばらになった花を復活させるシーンでは､

バッハのメヌエットとバディヌリが流れ､ 抱き合う男女がメモを書きとめ子供たちにサインして

やるシーンでは､ ピアノ・ジャズ マーシャル・ソラールによる が流れる｡ コクトーが､

ジャズを騒音として否定的に眺めているとはいい切れないにしても､ これら二つのシーンに､ 対

照的なニュアンスをもたせようとする意識が働いていることは､ 確かであろう｡

(134) 『オルフェの遺言』 のラストシーンに関して､ コクトーは､ 自分とは異なる若者たちの生活

や風俗を思い浮かべながら､ ｢私は､ 私の神話 (mes mythes) とともに消え去り､ もうひとつ

の生き方に場所を明け渡す｡ その生き方は現実のものと思われているが､ 私の目からすればそう

ではない｡｣ (R. Pillaudin, ����������������������������������������p.160) と述べて

いる｡

(135) ｢(……) わたしにとっては告別の映画であったものを､ 陽気な波が追い払ってゆきました｡｣

というナレーションからは､ 花を追いやったのは若者たちの車であるようにも見えるが､ 実際の

映像では､ 警官たちのバイクの爆風によるものである｡

(136) ｢服装が変わっただけでは､ もう一度自分の時代に立ち戻り､ 血肉をそなえた存在として生

きてゆくには足りない｣ (411) と､ ナレーションで語られている｡

(137) 拙稿､ ｢ジャン・コクトーの 『オルフェの遺言』 (Ⅰ)｣､ 茨城大学人文学部紀要､ コミュニ

ケーション学科論集､ 第15号､ 2004年､ 23頁､ および注 (24) を参照されたい｡

(138) 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 430頁｡

(139) 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 446頁｡

(140) 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 433－434頁｡

(141) 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 516頁｡

(142) 『鎮魂歌』､ 前掲書､ 528－529頁｡
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(143) コクトーは､ ｢(……) 『新しい波 [ヌーヴェル・ヴァーグ]』 の車が､ 私の身分証がなり変

わった花を通りすがりに追い払って行く｡｣ (R. Pillaudin, ����������������������������������������p.105) とも語っている｡

(144) J. Cocteau, ������������������������p.190.
(145) J. Cocteau, ������������������������p.193.
(146) たとえば､ 『存在困難』 の中に収録されている､ ｢美について｣ (前掲書､ 438－444頁) や

｢風俗について｣ (445－447頁) を参照｡ また､ 『オックスフォード大学講演』､ 前掲書､ 574－575

頁や､ 『知られざる者の日記』 所収の ｢ある行動規範について｣ (前掲書､ 398－399頁) もあわせ

て参照されたい｡

(147) 『一詩人の歩み』 (1960)､ 小海永二訳 (ジャン・コクトー全集Ⅴに収録)､ 515頁｡

(148) 『へその緒』､ 前掲書､ 575頁｡

(149) たとえば､ 『アカデミー・フランセーズ入会演説』､ 前掲書､ 523－524頁や､ 『オックスフォー

ド大学講演』､ 前掲書､ 557頁や､ 『詩についての講演』､ 前掲書､ 583頁､ 595頁や､ 『へその緒』､

前掲書､ 540頁を参照｡

(150) R. Pillaudin, ����������������������������������������p.16.
(151) R. Pillaudin, ����������������������������������������p.105.
(152) 『映画について』､ 前掲書､ 175頁｡

(153) 拙稿､ ｢ジャン・コクトーの 『オルフェの遺言』 (Ⅰ)｣､ 前掲書､ 25頁を参照｡

(154) 『オルフェ』､ 前掲書､ 55頁｡

(155) J. Cocteau, ������������������������p.183.
(156) 『存在困難』､ 前掲書､ 393頁｡
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������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
Taiko Tsuchihira����������������������

As it was explained in the last volume, curriculum reforms are taking place at

English language programs of many universities recently, and now English language

programs are required to demonstrate more effective teaching, and the importance of the

assessment is rapidly being recognized.

The new language program called the Integrated Language Program (IEP) started

at Ibaraki University in Japan as a curriculum reform in 2002. The goal of the program

is to develop the language skills required for Japanese university students, training four

skills (i.e. listening, speaking, reading, and writing) and skills in academic situations

(English for Academic Purposes). The present study is on the language test called G-

TELP (General Test of English Language Proficiency) employed in the IEP at some

stages.

However, since G-TELP is a criterion-referenced test (CRT), it has some different

characteristics than other kinds of tests, such as norm-referenced test (NRT). Since the

differences between CRT and NRT and some processes of analyzing the CRT sores by the

classical test theory were presented in the last paper, in this paper, I would like to

demonstrate the analysis of the G-TELP scores using item responses theory. In the

present study, first of all, the advantages of items response theory will be introduced.

And the scores of G-TELP will be analyzed by item response theory.���� �������������������������������
Item response theory (IRT) is known as a notable complementary alternative to

classical test theory, and it has become the mainstream theoretical basis of measurement

(Embreston & Reise, 2000). IRT is often identified as the one-parameter (or the Rasch

Model), the two-parameter, and the three-parameter models. According to Henning (1987),
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what these models have in common is a systematic procedure considering and quantifying

the probability or improbability of individual item and person response patterns given the

overall pattern of responses in a set of test data. The first parameter is a scale of person

ability and item difficulty; the second parameter is a continuous estimation of

discriminability; the third parameter is an index of guessing.

The advantages of IRT have been discussed and described in many articles. I would

like to refer to three advantages that are often mentioned. The first advantage is sample-

free item calibration. This means that the item difficulty scale independent of the ability

differences of any particular sample of examinees by using IRT. The second advantage is

test-free person measurement. This allows us to compare the abilities of persons using

different tests by referring to a small set of linking or common items or persons. The

third advantage is multiple reliability estimations. The standard error of measurement can

be determined for every possible point along the scoring continuum.

These are only the main advantages stressed in Hambleton and Swaminathan (1985)

and Ohtomo (1996); however, other researchers such as Henning (1984, 1987), for example,

add several more advantages of IRT. Embretson (1996) describes the contrast between the

classical test theory (CTT) and IRT. He called IRT the new, model-based measurement,

and reviewed the new rules of measurement. According to him, new rules which conflicts

with the old rules (CTT) are as follows:

１. The standard error of measurement differs across scores, but generalize across

population.

２. Shorter test can be more reliable than longer tests.

３. Comparing scores from multiple forms is optimal when test difficulty level varies

across persons.

４. Unbiased estimate of item properties may be obtained from unrepresentative samples.

５. Meaningful scale scores are obtained by comparison of distance from various items.

６. Interval scales properties are archived by justifiable measurement models, not core

distributions.

(Embreston 1996, p. 342)��������������������
Therefore, purpose of the study will be as follows:

(a) to examine whether G-TELP administrated was appropriate for the group.

(b) to exame what point we could have improved the test.
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������������������
All the participants are the students enrolled in the IEP classes. As explained earlier,

it includes training four skills (i.e. listening, speaking, reading, and writing) and skills in

academic situations (English for Academic Purposes). The participants are all first-year

students at Ibaraki University majoring either in agriculture or social sciences. 376

students took the test in April 2003 as a pretest, and the scores of those students were

used for the present study. Their English levels can be regarded as the average of those

of Japanese university students.����������
G-TELP level 3 was administered in April and July. As for the practicality because

we administered the test in one class period we have to finish the test in 90 minutes. Level

3 takes 75 minutes with instruction, and other levels were too easy or took longer times,

so G-TELP level 3 was chosen. Out of 380 students who participated in the program, 323

students took G-TELP all three times. In this paper, I would like to talk about the

administrations in April 2003 as a pretest and a posttest.��������
G-TELP was developed at the International Testing Center by Dr. Robert Lado,

Francis Henofotis and their colleagues. It is a criterion-referenced test which assesses the

English language proficiency of nonnative speakers in real-world situations. It provides

detailed, task-referenced information on the examinee's performance accrding to 5 levels. It

provides the examiness with diagnostic reports indicating their strengths and weaknesses,

and what they can do to improve their English further. The test form used in the study

is Level 3 which is at TOEIC 300-400 level. Its structure is shown in Table 1. As a

commonpractice in CRT, scores are culculated in percentages for each section and added

up. Therefore, 300 is the maximum. Futher information ant test descriptors are available

from G-TELP Japan.

G-TELP is a criterion-referenced test, meaning examinees' scores are not relatively

compared, and the test was developed based on a certain criteria. There are 3 sections;

grammar, listening, and reading with the number of items, 22, 24, and 24 in each section.

Since G-TELP utilizes percentages as a score for each section, the maximum score in each

section is 100, and the total maximum score is 300. G-TELP sets the cut-off point at 75％
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proportion correct, and Level 3 is supposed to measure examinees ability to communicate

with native speakers of English using daily expressions. However, there were only a few

students who scored more than 75％ and passed the test, and the mean proportion correct

is about 50％.

Table 1. Structure of G-TELP Level 3����������������������� ������������������ ��������
Now, I would like to go in to the item analysis using item response theory. The

software I used for this analysis is WINSTEPS (Linacre, 1991) that is based on Rasch

model or one-parameter logistic model. Here is the summary of Rasch analysis of G-TELP

administered in April 2003.

Table 2. Items analysis by Rasch model for G-TELP (April)
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Grammar Listening Reading & Vocabulary

No. of items 22 24 24

Time 20 20 35

ITEM NO.

RAW

SCORE

ITEM

DIF.

ERROR

INFIT OUTFIT SCORE

CORR.MNSQ ZSTDMNSQ ZSTD

1 276 -1.08 0.12 0.95 -0.8 0.93 -1.1 0.31

2 239 -0.6 0.11 0.93 -2.1 0.9 -2.4 0.38

3 139 0.55 0.11 1.01 0.2 1.05 1.1 0.19

4 162 0.28 0.11 1.01 0.3 1.01 0.2 0.22

5 188 -0.01 0.11 1.01 0.5 1.02 0.7 0.2

6 325 -1.95 0.15 0.98 -0.2 0.95 -0.4 0.23

7 329 -2.05 0.16 1.01 0.1 1.03 0.3 0.13

8 164 0.26 0.11 1.04 1.4 1.05 1.7 0.15

9 164 0.26 0.11 1.02 0.6 1.01 0.4 0.2

10 351 -2.77 0.21 0.94 -0.3 0.84 -0.8 0.26

11 170 0.19 0.11 0.97 -1.4 0.96 -1.5 0.3

12 294 -1.36 0.13 0.96 -0.6 0.93 -0.9 0.3

13 218 -0.35 0.11 0.94 -2.2 0.93 -2.2 0.35
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14 234 -0.54 0.11 0.97 -0.9 0.96 -1.1 0.29

15 130 0.66 0.11 1.01 0.3 1.02 0.5 0.19

16 304 -1.53 0.13 0.98 -0.2 0.99 -0.1 0.22

17 130 0.66 0.11 0.97 -0.7 0.98 -0.4 0.26

18 145 0.48 0.11 1.04 1.3 1.05 1.2 0.14

19 81 1.34 0.13 1.03 0.4 1.1 1.1 0.11

20 193 -0.07 0.11 0.99 -0.6 0.98 -0.6 0.26

21 207 -0.23 0.11 0.94 -2.3 0.93 -2.4 0.35

22 94 1.14 0.12 1.05 0.8 1.08 1.1 0.09

23 268 -0.97 0.12 1.02 0.4 1.03 0.4 0.18

24 177 0.11 0.11 1.01 0.2 1 0 0.22

25 142 0.51 0.11 1.03 0.9 1.03 0.7 0.17

26 174 0.14 0.11 1.03 1.4 1.04 1.4 0.16

27 93 1.16 0.12 1.03 0.4 1.12 1.6 0.12

28 167 0.22 0.11 1.03 1.2 1.03 1 0.17

29 105 0.98 0.12 1.09 1.6 1.17 2.5 0

30 124 0.73 0.11 1.05 1.2 1.07 1.4 0.11

31 114 0.86 0.11 1.07 1.5 1.15 2.4 0.05

32 181 0.07 0.11 1.03 1.1 1.03 1 0.18

33 104 1 0.12 1.07 1.4 1.19 2.8 0.02

34 154 0.37 0.11 1.03 1 1.03 0.7 0.17

35 280 -1.14 0.12 1.03 0.5 1.05 0.8 0.14

36 218 -0.35 0.11 1.02 0.6 1.02 0.8 0.2

37 35 2.36 0.18 1 0 1.1 0.6 0.11

38 244 -0.66 0.11 0.97 -0.8 0.97 -0.7 0.28

39 309 -1.62 0.14 0.99 -0.1 0.99 -0.1 0.21

40 161 0.29 0.11 1.03 1.1 1.04 1.3 0.16

41 183 0.04 0.11 1.04 1.9 1.06 2.4 0.14

42 63 1.67 0.14 1.04 0.4 1.08 0.8 0.09

43 149 0.43 0.11 1.02 0.8 1.02 0.5 0.18

44 150 0.42 0.11 0.95 -1.6 0.95 -1.4 0.32

45 200 -0.15 0.11 1.02 0.7 1.01 0.5 0.2

46 74 1.46 0.13 0.97 -0.3 0.93 -0.7 0.25

47 76 1.43 0.13 1.01 0.1 1.06 0.6 0.14
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According to Brown and Hudson (2002) infit and outfit are ways of assessing how

large the residuals, the differences between observed and expected values are in the data

set. According to Bond and Fox (2002) the acceptable range of item mean square infit and

outfit is from .8-1.2. There are two items (item 33, 64) that are out of the range, but

overall, most of the items are found to fit with the model.
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48 211 -0.27 0.11 0.99 -0.4 0.99 -0.4 0.25

49 208 -0.24 0.11 0.98 -0.9 0.97 -1 0.28

50 271 -1.01 0.12 0.98 -0.3 0.97 -0.4 0.25

51 142 0.51 0.11 1 0.1 1.04 0.9 0.2

52 256 -0.81 0.11 0.96 -1 0.94 -1.2 0.31

53 225 -0.43 0.11 1 0 1 0 0.23

54 222 -0.4 0.11 0.93 -2.3 0.92 -2.5 0.37

55 168 0.21 0.11 0.99 -0.4 1 -0.2 0.25

56 268 -0.97 0.12 0.95 -0.9 0.95 -0.9 0.31

57 211 -0.27 0.11 0.97 -1.2 0.96 -1.2 0.3

58 80 1.36 0.13 1.04 0.6 1.07 0.8 0.09

59 268 -0.97 0.12 1.01 0.2 1.04 0.7 0.18

60 254 -0.79 0.11 0.92 -1.9 0.89 -2.2 0.39

61 267 -0.96 0.12 0.94 -1.3 0.92 -1.4 0.35

62 77 1.41 0.13 1.04 0.6 1.1 1.1 0.08

63 260 -0.86 0.11 0.96 -0.9 0.97 -0.6 0.29

64 315 -1.74 0.14 0.89 -1.2 0.78 -2.2 0.43

65 136 0.59 0.11 1.05 1.4 1.07 1.6 0.11

66 110 0.92 0.12 1 0 1.04 0.6 0.19

67 133 0.62 0.11 1.03 0.9 1.05 1 0.15

68 42 2.15 0.17 0.99 -0.1 0.99 -0.1 0.17

69 205 -0.2 0.11 0.92 -3.2 0.91 -3.3 0.39

70 230 -0.49 0.11 0.96 -1.3 0.96 -1.1 0.31

MEAN 186 0 0.12 1 -0.1 1.01 0

S.D. 75 1 0.02 0.04 1.1 0.07 1.3

ITEM DIF. ＝ item difficulty measure
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By utilizing the item character curves, item response theory can also shows the

nature of the items, in other words, the relationships between the test-takers' ability and

the possibility of the responses that the test-takers will make. The items characteristic

curves shown in this paper are all demonstrated using TDAP Ver. 2.0 (Ohtomo,

Nakamura & Akiyama, 1996-2002) in Ohtomo and Nakamura (2002). Figure 1 shows the

items characteristic curve of Item 1, this is a relatively an easy item with a slow slope,

which means it discriminates over a larger band of abilities, but it might have

discriminated more if it had had a steeper slope.

Figure 1. Item characteristic curve for Item 7
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On the other hand, Figure 2 shows that of Item 37, which is a difficult item among

all. It has a very low beginning, therefore, very difficult items for the test-takers’ with

low proficiency. Moreover, it has a rather steeper slope at the point around 1.0 of an

ability level, which means that this item discriminate well the students at around this

ability.

Figure 2. Item characteristic curve for Item 37

Item response theory can also shows the nature of the items totally as a test itself.

Figure 3 is the test characteristic curve for the whole items in this administration. It is

totally depending on the purpose of using the test. In this administration, the slope seems

a little slow, but in terms of its covering they whole range, it must have been a well-

fitting test for the placement this time.

Figure 3. Test characteristic curve for G-TELP Level 3 (April)
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Lord (1980) indicated that item information function reflects the amount of

information a particular item provides, and it can be interpreted as measures of the

amount of information provided by an item at a specified ability level. Brown and Hudson

(2002) present item information function for the researcher as decision how much

discrimination an item provides at each level on the lines of difficulty and ability.

As in Figure 4 and 5, each item function curves has a peak which signifies the

discrimination. At the highest peak, we can obtain the most information (discrimination)

about the test-takers.

Figure 4. Item information function curve for Item 7

Figure 5. Item information function curve for Item 37
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Using this function, it has been suggested by many researchers (Henning 1987;

Embreston & Reise 2000) to utilize this in test construction. Lord (1977) outlines the steps

of test construction using this function as follows:

a) Determine the shape of the desired test information curve.

b) Select items with information curves that will fit the “hard-to-fill” areas under

the item information curve.

c) After each item is added to the test, calculate the test information curve for the

selected items.

d) Continue selecting items until the test information curve approximates the target

information curve to a satisfactory degree.

In a desirable situation, these procedures should be followed. However, we simply

calculated the test information function for this administration. Figure 6 show the test

information function which can be described as an accumulation of the whole item

information function in the test.

Figure 6. Test information function curve for G-TELP Level 3 (April)

From the curve in Figure 6, we can tell that the test information function was rather

centralized this time. Since we had only a vague idea for the proficiency of test-takers,

this result was acceptable. However, once we decided the cut-off scores, it is possible to

elaborate the test items so that test information function shows the highest peaks at the

cut-off points.

コミュニケーション学科論集50



��������������������������������
As a result of analyzing the data, several administrations of G-TELP at the IEP can

be called rather successful though there are some further improvements to be made. Since

the IEP is attempting a closer coordination with its curriculum now, the placement test

itself should be improved and more adapted to the curriculum. Furthermore, as the cut-off

scores for each level become more evident, it would be possible to apply the analyses by

item response theory to the data and maximize the test information function around the

cut-off scores in order to do more efficiently. Though it might take more time and effort,

in order to provide a better language program for a vast number of students, more

elaboration and professional knowledge will be required in the future.����������
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English Workshop Programme: First year update

Joyce Cunningham

Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me

and I'll understand." Author: Anonymous (Chinese Proverb).

The first year English Workshop Programme in the Department of Communication

Studies at Ibaraki University has undergone many changes since its conception in 1996.

Since our Department of Communication Studies wisely offers an English programme for

an almost unheard of ５ 90-minute periods a week, our English Workshop Programme

students are as close to being ‘immersed' in English as they can in Japan. These

intensive freshman classes taught by native speakers have evolved considerably and have

grown more challenging as the quality of students' English has increased over the past

eight years. Naturally, this has meant that, as a result, both the objectives and content

have had to be changed since the early days when more elementary material was needed.

The focus of the English Workshop Programme has always been and continues to be on

a balanced four skills, communicative, autonomous and project-based approach. As first

year learners' listening and speaking are usually their weakest abilities, a great deal of

time is spent, especially in the first ２ to ２� months, bolstering these two areas as well

as striving to lessen learners' anxiety and hesitation to speaking English in pairs or small

groups. This initial fear often occurs when students are asked to engage in tasks or

projects in the target language that are so far distant from the yakudoku method they

have most probably been exposed to in high school. This article will endeavour to update

the reader on some of the changes that have happened during the eight years of our

Freshman English Workshop Programme and will focus, above all, on changes in the area

of our students' speaking and listening.

I. Speaking ability

A. Description of Entry levels

Let us now turn our attention to a brief examination of what students are able to achieve

within the course of the freshman academic year in this area. In the spring semester, at
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the beginning of classes, learners speak in a halting fashion and may be unaware of their

own katakana pronunciation or that of others. They usually possess limited, passive

vocabulary with which to express themselves orally, and hesitate and even balk at

interacting much orally with others as referred to in the introduction. They are afraid

of making mistakes stemming back to the intense pressure and competition experienced

while preparing for the university entrance exams from which they have barely emerged.

They often maintain little eye contact with each other and even less with the foreign

professor. The importance of eye contact is cultural, of course, but it is crucial that it be

maintained during any normal conversation in English where native speakers are present

with little knowledge of Japanese values. Finally, learners experience frequent

communication breakdowns and there is a tendency, in such situations, to lapse

immediately into Japanese as students have not been taught strategies to solve this

problem. Silences on the part of individuals in small group conversation/task practices

seem quite acceptable to members. Needless to say, the latter also forms part of the

Japanese culture as well as the thinking that, if one has nothing to add or does not know

an answer, unless addressed, it is better to remain silent. However, this does little to help

the students in their attempts to express themselves orally in English and will do little to

prepare them for any kind of interaction with foreigners inside or out of Japan. Hazel

and Ayres (1998) report that foreigners, especially:

Americans expect others to take a turn when an opportunity appears and have an

aversion to silence. Japanese, on the other hand, tend to expect to be invited to

participate in the conversation and see silence as perfectly acceptable. (p. 97)

This, therefore, is one of our focuses to help students become more comfortable and

confident in expressing themselves orally in English when volunteering information in

small groups and even, when called on by the teacher. Getting freshmen to speak in

English to each other in small groups, however, is far from easy, especially in the first

semester, when they share a common language and are still so conditioned by their senior

high school experiences. There, teacher-centred classes are often more the rule than the

exception. High school teachers themselves do not usually use the target language to any

great degree and feel pressured to focus mainly on working in the textbook, the majority

of which emphasize reading, accuracy and translation. Teacher-centred classes do serve

some purpose, however: that is, to prepare students to succeed in the university entrance
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exams and thus, in April, a wise first-year teacher will begin more innovative techniques

and pair/small group work slowly, initially offering slightly more traditional classes

which are more familiar.

This transition from teacher-centred to learner-centred is central to the goals of our

English Workshop Programme if our freshmen are to gain communicative competency,

begin to interact with one another in English in real, meaningful tasks and projects, and

progressively, adapt to a more learner-centred classroom with its focus on meaning.

Needless to say, in the spring semester, this can often seem an enormous undertaking for

both teachers and freshmen alike. Thus, it is important to take time, especially at the

start, to provide students with a clear model of what they are supposed to do and verify

if the procedure has been grasped by asking them to repeat what they have understood is

to be done. Nelson (1995) states that one of the “components of the Japanese learning

style is modeling: that is, learning by watching someone model a new skill". (p. 12) and

it is something, I must constantly pay heed to as North Americans learners often plunge

more spontaneously into an activity, figuring it out as they go along. Our students do

gradually become more independent of the teacher to the point that they become

responsible for generating information or material as in the case of the video exchange

projects, and so on. Their understanding of these goals and the reasons for creating more

learner-centred, autonomous activities and projects is imperative and it is one I

continuously struggle to communicate to them in English in the first semester and,

indeed, throughout the whole year, when I ask for their cooperation and active

participation in a given task.

B. Description of Exit levels

By the end of the first academic year, our learners have been given multiple opportunities

to practice working in small groups/pairs. They have gained quite a lot of confidence in

expressing themselves orally in English, through participating in a considerable number of

challenging tasks and projects. Alas, the use of Japanese will not have completely

disappeared during such activities, but the end product is done in English. Moreover, the

majority of class members have made considerable progress in speaking, if we remember

that, in the very first class in April, our learners usually gasp in surprise at the foreign

teacher who has just walked in. They find her English too fast even though it IS spoken

at a slower rate along with simplified vocabulary and structures. In spite of this, they
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will not ask for clarification at the beginning, in front of the group and much less, in

front of the class. By the end of the year, students are less timid about asking questions

in small groups or one on one, and some will raise their hands when the opportunity

arises for questions.

It is hoped that if tasks are at the level of the students or slightly above, and explained

clearly, frequently and sufficiently, learners can relax and be motivated to try them out.

However, understanding the goals of tasks and having the motivation may not be

sufficient for the class. Up until university, students have focused on learning grammar,

translation, reading and writing. They have lacked practice in grappling with the

language orally or aurally in small groups. As Offner (1997) explains: “students of

English conversation must understand the fundamental difference between learning about

the language and learning to use it for verbal communication". (p２／７) To this end,

some strategy-based instruction is included in our first-year curriculum to help students

learn to express their opinions and ideas more easily during group tasks and projects.

Strategies encompass such specific techniques as using rejoinders, clarification and follow-

up questions, as well as broader strategies as in how to learn vocabulary, listen for main

ideas, learn about individual learning styles, and so on. Mistakes too are not dwelt on

and tolerance of errors is promoted when students are trying to express themselves orally

soas to encourage them to gain confidence in experimenting more spontaneously with the

language. The goals of such strategies are duly discussed and reviewed from time to time

and students encouraged to use them, even tested on them occasionally when taping

conversations with a partner.

In addition to the use of such strategies during the many challenging projects they are

involved in, students are usually empowered with choice as to topics and content, for it is

felt that, in this way, tasks will seem more relevant and meaningful. If the above are

done, it is hoped that students can be sufficiently motivated to try to express themselves

more in English and consequently, feel satisfied with their progress, providing, of course,

they understand clearly (as they should) the reasons for undertaking such activities. As

Tsui (1996) writes:

Although one should avoid … forcing students to participate when they are not

ready…, one cannot deny that participation is very important in language
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learning. When students produce the language that they are studying, they are

testing out the hypotheses which they have formed about the language. When

they respond to the teacher' s or other students' questions, raise queries, and give

comments, they are actively involved in the negotiation of comprehensible input

and the formulation of acquisition. (p. 146)

By January, although more sophisticated vocabulary will still be lacking, through

exposure to a rich variety of comprehensible input and communication strategies, learners

are better able to help each other grapple effectively with the communication breakdowns

experienced so frequently at the beginning of the school year. When pushed, most of the

class can manage to avoid having recourse to Japanese in simple exchanges for a short

length of time, as can be seen from their recordings on video or audiotapes. To this end,

small tape recorders, purchased a year ago, are used in class to record conversations

between pairs throughout the academic year. Colourful cards on a variety of themes

prepared expressly for this purpose (１.) are instrumental in encouraging the students to

work together to record spontaneous １-３ minute dialogues and later, receive feedback

from the instructor. If the first tape produced by the students using the above technique

is kept and returned at the end of the year, it can be listened to and analyzed by both the

students and instructor as to the progress made, accompanied by a worksheet which

guides learners to focus on some of the positive changes they have most probably

achieved. This technique helps build confidence as such conversations are created with

scant preparation. This is also an excellent opportunity to verify and remind students to

use the communication strategies studied in class.

By the end of the year, freshmen will also gradually have become more aware of whether

they are pronouncing words in katakana or not. A simple technique using student tapes

of such pronunciation to achieve this is described in point C.４. below. Finally, students

will be making more eye contact and will be somewhat less afraid of making mistakes for,

in general, they are beginning to focus more on communicating the message and less on

the mistakes. This is probably because, as their confidence grows, they become more

interested and involved in what their classmates have to say.

C. Projects, tasks and techniques

１. Portfolios
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In order to bring about this transition from a teacher-centred to student-centred

classroom, we attempt to bridge the gap from different angles. For example, it is

important to take time in the first month or so to discuss not only expectations, goals,

beliefs and perceptions of students' past, present and future learning, but also, explore

their learning styles and reflect on their motivation. One of the ways of encouraging

this, for the past three years now, is through the use of portfolios (mentioned in more

detail below). These portfolios are useful in helping us meet the students' many and

varying expectations, experiences and needs beyond what can be taught in the classroom.

The material collected and produced is generated by the learners in the area they are most

personally interested in practicing. Thus, students wishing TOEFL or grammar practice

can satisfy these needs even though these skills may not be taught in our first year

classes. With such portfolios and other techniques described in more detail below, we are

endeavouring to follow what Ellis (1997) describes as communicative competency, which

includes knowledge the speaker-hearer has of what constitutes appropriate as

well as correct language behaviour and also of what constitutes effective language

behaviour in relation to particular communicative goals. (p. 13).

２. Multiple Intelligences

As referred to above, it is a somewhat daunting challenge for any teacher to attempt to

change years of poor habits in learning speaking and listening in high school. It is

important, therefore, for the first year university instructor to have a wide variety of

techniques at his/her disposal to encourage students to improve these abilities. Since no

two students learn alike, the more varied the techniques, the more students may be helped

and stimulated to discover their preferred learning styles. It is also of value for them to

become more aware of how they perceive themselves as a foreign language learner. One

of the ways of accomplishing this is through the theory of Multiple Intelligences which

Dr. Howard Gardner of Harvard University first put forward in 1983. Through exposure

to the many exciting and novel activities taken above all from Kagan's ���������������������������������������, and other such like-minded authorities, we strive to

encourage our learners to discover and explore their own special strengths and unique

‘smartness’ and to realize that their ‘intelligence’ does not have to correspond

directly to their I.Q.. Some of our freshmen may have poor self-esteem if they have not

been very successful in the traditionally tested and highly prized verbal／linguistic or
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logical/mathematical areas during their high school years. Moreover, prior to arriving at

university, they were probably taught as a homogeneous group where they may not have

measured up to the standards set in the class. It is important, then, for them to be

challenged and valued in new ways so that gradually they can drop these old anxieties

and reticences. With the ideas put forward in Multiple Intelligences, it is hoped that they

will realize that, not only can they enrich the class through their individual abilities and

talents (in such areas as the musical/rhythmic, visual/spatial, bodily/kinaesthetic areas

and others) but, that they can develop all seven (and more) intelligences further.

For this purpose, initially, students fill out questionnaires and discuss their learning

tendencies to become more familiar with their preferred learning styles. In turn, this

assists the teacher to learn about their profiles in order to draw on and value each

member's special knowledge and ways to be creative, to problem-solve, to perceive and to

communicate better. By encouraging our learners to explore and try out these strengths,

they can become aware of their own abilities, how they learn and how they can share and

work with others. If they are to develop their potential to the fullest, it is probably

useful for them to see themselves in a different light and to gather insights in areas that

they may never have previously considered worthy of note. Thus, it is hoped that our

Workshop classes can create a sufficiently relaxing and supportive environment in English

where students can experiment with speaking while sharing and discussing ideas and

personal experiences in new ways.

３. Jazz Chants

The language laboratory is another vital component in our English Workshop

Programme. During this class, special attention is paid to strengthening the areas of

listening and speaking. It also aims at improving students' pronunciation by focusing on

those areas where students may encounter problems such as rising and falling intonation,

sentence and word stress, word groups, and so on. Carolyn Graham's ����������have

existed in the world of English teaching for a long time. These simple, rhythmic chants

in American English encourage learners to become more atuned to the natural pauses,

stress, intonation, elisions, slang and so on found in everyday English by tapping,

clapping out the rhythm, and so on. More recently, Graham has set these chants to jazz

and rap music and they are refreshing and fun for all to use. After listening to and

repeating a chant, small groups are often asked to work on making their own versions
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and, when ready, to perform them to others who can enjoy the innovations and appreciate

the evident creativity. Musically-minded, verbal/spatial and kinaesthetic students in

particular seem to enjoy this opportunity to shine in such ways that may be less often

exploited in a language class or laboratory.

４. Fluency and accuracy project

Just this year, we have begun to experiment with a new approach to improving fluency.

The goal is to diminish the hesitation and anxiety so often felt by freshmen when

expressing themselves orally. This new project is now being carried out in the first

month of our Workshop programme to encourage and train students to increase the

number of words they speak and to express themselves a little more quickly within a

given limit of time for Abe (2003) believes that when students

worry about accuracy too much, they often stop the conversation to look for the

right words. Sometimes this action causes conversation breakdowns. The listener

might then misunderstand the speaker's intent and wrongly believe that the speaker

does not want to talk to the listener. … Japanese students tend to try to

overmonitor their accuracy while speaking English. (pp. 89-90).

The procedure is as follows: the class watches a brief film clip, and then works in pairs

briefly to prepare to talk individually about the film. They then record as much detail as

possible about the video clip. When finished, they listen to and write down exactly what

was said, including the usual “eto”, “ano” and pauses. Later, they reflect in writing

on their speaking and make their own simple, achievable goals for the following week(s)

while noting any problems or vocabulary that was lacking. Vocabulary that students

indicated they needed is gathered and distributed to the class in the next session. So far,

our freshmen are excited with this approach but, at time of press, we have not yet

completed the experiment. Results, although inconclusive, are encouraging.

Another technique we are experimenting with this year (alluded to above) consists of

trying to heighten awareness of katakana pronunciation. Freshmen listen to a tape and

its transcript of a recorded monologue from prior years. They are to circle any

pronunciation they believe to be katakana, discuss these with a partner and finally, record

their own pronunciation of the same transcript. They can then compare it with that of
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a native speaker. The aim of this simple exercise is to help them recognize more easily

such pronunciation in others while encouraging them to break such habits in their own

speaking. It is still too early, however, to verify how successful this special awareness

training will be.

The techniques described above are gradually guiding our students to understand the

importance of fluency over accuracy and to fear making mistakes less, for mistakes are,

after all, a part of learning. We teachers do not escape from the risking as we too are

trying out the new techniques described above. It is our hope that learners will realize

that we too can fall flat on our faces if an exercise or task fails, and in this knowledge,

that they will also double their efforts to cooperate and participate in making their classes

a more exciting place for all to learn in.

５. Video exchange project

Two major international video projects challenge our students to learn from an exchange

country via emails prior to the video and to speak more autonomously. These projects are

important in that they serve to motivate both weaker and stronger students to participate

and cooperate together to produce a real product in English for a real target audience (to

date, this has been primarily with McGill University in Canada and the U.A.E.).

Students reach out and learn so much culturally not only about their foreign partners but

also about their own country when striving to express themselves in a common language

during this video/email exchange project. For many of our students, this is the first time

that they MUST use English as the medium of expression and it is truly exciting for

them. As McGee (2000) states:

During work on the group projects, the classroom becomes a place where teacher

and student cooperate in solving problems and exchanging information. As is

ideally true in content-based courses, English becomes the medium rather than the

subject of the class. […] The creative group projects also give less fluent students,

who struggle with discussions and written exams, a chance to excel. (p. 23)

During these four-skill balanced video projects, ７-８ teams of ３-４ students each are free

to choose (negotiate in some cases) an interesting topic, and then, collaborate on it

together. This autonomy in the choice of topics in this and other projects is important
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for it is a further motivation and responsibility to do well on a topic they themselves have

selected. They research the topic, create storyboards and make dialogues in note form in

order to film, produce and video-edit a ５-minute video segment for their team. The

exchange class views our video and votes on the three best groups. Their feedback is sent

back to our class to read and learn from. Prizes are given to all, with the three best

groups deserving the first choices. For further information on this project, refer to

Cunningham and Batten (2003).

６. Interviewing skills

Examples of other techniques which bring our students directly in contact with English as

a living language are interviews conducted with both teachers and foreigner guests alike.

These interviews, usually organized once in the spring and again in the fall (if willing

‘victims' are found), inject an element of adventure into the regular classroom routine

and the class looks forward to them with considerable excitement. Some information

about the person they are to interview is given to push them to prepare more interesting

and in depth questions prior to the interview. Students tape the interview and

afterwards, while listening to it, take notes. These are compared in class and the

information is presented orally to other groups. Effective interviewing skills are

discussed, for students need to be organized and respectful of the interviewee's time.

Later, students discuss their performance in small groups with a view to writing up their

reflections and learning. Interesting insights and comments on the experience are shared

and distributed to all. Finally, each group is asked to write a thank you letter

mentioning what they most enjoyed and/or learned from the interview. Although they

may know how to address an envelope in English in theory, most have never actually

written one so that more learning occurs. Being able to communicate successfully with

the foreign guests during such interviews bolsters students' confidence if they have

prepared properly and helps them bridge the gap between the classroom and the social

reality awaiting them in the outside world.

７. Telephone Conversations in English

First mentioned in 1997 in “Description, techniques and analysis of the new freshman

English programme” (pp. 24-25), of our Department journal, �����������������������
telephone conversations are a great way for students to enjoy talking to their classmates

in English after class. For the past two years now, we have also arranged for them to

コミュニケーション学科論集62



meet and record not only the other first year class but also, a third-year student. In this

way, in the first semester, they can make new acquaintances and, more importantly, they

acquire a more global perspective of the English Workshop courses in general, the

approaches and techniques used, of the teachers and their personalities, likes and dislikes,

and share valuable insights and experiences. Students exchange this information orally

with other classmates thus, increasing their familiarity of the programme and its long-

term goals. In addition to this learning, students usually write that they are impressed

with the higher level of English ability the Juniors have achieved and they never cease to

appreciate this special contact.

８. Learning portfolios

There are numerous other activities and projects but the learning portfolio is a relatively

new ‘member’ of our first year English workshop programme and as such, is worthy

of mention. Of course, portfolios have been around for some time and they are also used

in the case of the video exchanges described above as a means of assessment. However,

the learning portfolio is rather an ongoing year-long effort carried on both inside and

especially outside of class, providing an incentive for students to use their preferred

learning styles and to become more autonomous learners. As Finch (1999) in ���������������������� ����������states:

The focus is on process rather than product, and on how to learn rather than what

to learn. The task, rather than being a unit of grammar to be digested or a

collection of lexical items to be remembered, is a means of using the language

(Widdowson, 1978) in order to learn the language (Allwright, 1984). It has

meaning for students […]. Lastly, the process of understanding, performing and

reflecting on the task produces a wealth of “real” use of the target language.

(p. 180).

To this end, students assess gaps they want to improve in their communicative

competence, brainstorm appropriately satisfying ways to carry out this task in order for

it to be motivational and beneficial at the same time. They plan, negotiate, organize and

finalize their study ideas with the teacher. As Smith (2002) writes:

All learners have the right to receive instruction at their individual level, and the
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portfolio enables the teacher not only to identify the level of each learner, but also

to present suitable challenges to them. (p. 40).

Choices range from listening to songs in English and writing about reactions to them

after, taping conversations with a partner on everyday subjects, practicing the TOEIC,

making vocabulary lists of words in context, and so on. They are then to practice their

self-made programmes every two weeks and hand them in at the end of the month. In

this way, the instructor can monitor if regular work is actually being done and also, can

provide guidance, give feedback, advice and/or support after checking the students' work

and reading the written reflections. Occasionally, students report orally in class on their

activities, progress and learning. A mid-term written or oral report is made as to their

personal assessment of ongoing work in the portfolio. Should they decide to change

areas, as is sometimes the case, they are free to do so and more often than not, they

change to some kind of speaking activity. This change may be an indication of growing

confidence in their speaking abilities or simply that they realize more practice is needed in

this area and that they are assessing their abilities in a more realistic way. Near the end

of the year, students organize their portfolio, assess their final work over the year and

select two-three items representing their best work, giving explanations as to why each

has been chosen. These are discussed with classmates in similar areas using a worksheet

to evaluate outcomes further and realize progress made while, at the same time, providing

the teacher with a more complete picture of their efforts over the year and of their self-

learning.

II. Listening:

A. Description of Entry Levels

The other area in greatest need of improvement in our first year English Workshop

Programme is that of listening. At the beginning of the spring term, freshmen often

may not understand much of what their native teacher is saying and usually will not ask

or even indicate what was not understood. Even when the introduction to a subject or a

particular procedure is written down, handed out and explained step by step, they may

still not understand for a variety of reasons. In 2002, Raymond Tan, a Communications

Department Graduate and my T.A. in the computer lab, told me incredulously that

students would sometimes ask him in Japanese: “What should we do?” Raymond

would reply: “But she just told you! Why don't you ask her to explain again?”
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However, in the first few months especially, the student(s) would not follow his

suggestion. This is truly a huge obstacle first-year foreign teachers must always face.

It is tempting (and so much easier) to try to explain in Japanese. (In fact, sometimes

it is good for students to realize that the native instructor too is struggling to express

him/herself in Japanese. It puts that teacher on par with students and encourages them

to feel less embarrassed at their ‘poor’ English). However, it is my belief that, if at

all possible, the explanation should be in English for, if they are to have any international

contact at all with foreigners inside or outside of Japan, they need this shot of reality

and to realize that they ��� use their English with the help of their communication

strategies to lead me (and others) to grasp their meaning, even if they have to try to put

across their meaning several times. It is also an excellent opportunity to explain to them

how different body language can be between North America and Japan and that, unless

they let me know clearly that they have not understood something, I often cannot guess

from their culturally subtle body language or facial expressions. Thus, teaching

communication strategies at this point is indeed valuable to encourage students to ask for

repetition and for clarification as mentioned above in Section I. B.

B. Description of Exit levels

Little by little, learners do begin to gain more confidence in their listening abilities. In

the Japanese culture, students may hesitate to ask a question that might waste the time

of the group but these questions are truly appreciated and help me to teach, and this is

stressed time and time again in class. The problem is compounded by the fact that, at

the start, the majority may grasp only some of what the native speaker is explaining

about a hitherto unfamiliar activity and its goals, even if the words are kept slow, simple

and repetitive and are handed out. This tendency does, however, gradually disappear and

it is considered a good sign when students tell me I am speaking too slowly. Most

students will understand some of the main ideas and a very few of the details in April of

a relatively short, elementary tape. However, given the sheer amount of listening they

are bombarded with, by January, if they have participated and faithfully done the copious

homework, many will be understanding simple main ideas and more details of a basic

intermediate text. They will be able to ask for repetition and clarification if in a small

group and will be more relaxed and ready to question what others have said if they have

failed to understand. The rate of delivery of my speech will have speeded up quite a bit

and they will be following me much better. However, they will probably still miss some
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of the questions or information from a native teacher but will also indicate more readily

if they have not understood either in words or with body language. Some will show their

lack of comprehension in a whole class situation if the need arises. After the initial shock

and difficulties of the spring semester, the end of the academic year is truly a celebration

of the ease with which we can all finally interact and communicate more fully. It is with

regret that I bid them adieu and see them on their way to second year. The road has

been long and arduous but they have made big cultural and linguistic changes and they

themselves realize how much they have improved.

C. Listening activities and projects

1. Video components

While discussing speaking above, we mentioned the language laboratory in passing. We

would be amiss not to refer to listening that is strengthened by a special English

language video ������������������(parts three and four are continued in second year).

Students watch parts one and two and answer questions about this well-made, ongoing

story, compare answers in small groups and learn useful vocabulary and expressions on

which they are regularly tested. In class too, we have been using a delightful video,����������������������������������that students react to most favorably and

enjoy immensely. The latter element is extremely important in the spring semester if we

are to succeed in getting students to relax and begin to risk when expressing themselves

in English. Professor Carlton and I are experimenting with having our two classes

exchange information about this cute story. We both feel it is extremely important for

students not only to practice their English but to enjoy as many social encounters in

English as possible inside and outside of our classes. Thus, after the second episode, we

have collaborated together so that we alternate episodes and have the two classes meet

together to retell units to each other of the story.

２. Listening to tapes for homework

Elsewhere, students are given taped stories for homework and asked to listen and

complete a worksheet. It is stressed that it is acceptable not to be able to answer some

of the questions, especially if they have tried to understand. Later, answers are compared

in class and, after students agree on main ideas and details in order to compile notes, they

give an oral ５-minute retell to new partners. If ３-４ different stories have been used,

the retelling in small groups where all stories are different, is indeed true listening for
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students are usually curious about the other members' tales. It motivates students to

listen and understand the stories if these are followed by the movie version for students

look forward to the viewing and to comparing how similar or different the movie is to

their tape and story. There is usually insufficient time to watch the complete movie, but

if clips of the movie are chosen wisely (and shrewdly) in places where there is action or

drama AND where the dialogue is clear, learners will hopefully feel that their listening IS

gradually improving.

III. Reading abilities

A. Description of Entry and Exit levels

It goes without saying that the strongest abilities our students possess are usually in the

areas of their reading and writing. Since the general goals of the English Workshop

Programme are to provide balanced practice in all four skills, both are present in our

Workshop Programme. Most students, upon entering the Communications Department,

will be able to read at around a level ２ Oxford graded reader (special modified, easier to

read L２ ‘books’) without the help of a dictionary although, of course, it is possible for

them to handle more difficult material if one is used. They will know how to ‘shop’

for a book by using such techniques as skimming, reading the summary on the outside

cover, looking at the illustrations within and so on. They will be able to grasp most of

the Level ２ reader and write up a short summary of the story with a partner. Some

may still be a bit slow at reading such books and all may encounter some trouble to

negotiate making notes based on main ideas and details. Upon finishing the first year of

the Workshop Programme, the top ２／３ of the class will probably be able to handle a

level ３ graded reader, use such strategies as guessing vocabulary in context and scanning

for information to write a short summary of what happened in the story with a partner,

if they have done their reading faithfully and regularly during the school year. They will

be able to discuss details of their book with a partner and present basic information to

others about it. They may still have difficulty to decide on main ideas but will be able

to add details to these main ideas, once discussed and agreed upon, with fewer problems.

The best students will probably be able to read a level ４ reader but may take time to do

so. The weakest will probably have progressed to a Level ２.

B. Reading Activities and tasks

Thanks to a small budget received from our Department last year, we were able to
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purchase a wider variety of Oxford, Penguin and Cambridge graded readers to add to

those already in existence. These are used for the purpose of exposing students to an

extensive reading project carried out during the year. In the extensive reading project,

learners read for pleasure, and without dictionaries. As Field (1997) writes:

An extensive approach to teaching reading is based on the belief that when students

read for general comprehension large quantities of texts of their own choosing,

their ability to read will consequently improve. (p. 43).

It is our goal to motivate learners to read more through this project, because if they

enjoy, they will want to read more. A similar level partner is found and the choice of a

book is negotiated. As mentioned above, it is read and discussed together with short

summaries of the story handed in after each book is finished. In addition, Professor

Carlton has suggested that students be allowed the choice of whether to write up a

summary or present it orally to the teacher. Elsewhere, an English workshop homepage

is being prepared (brainchild of Dr. Robert Betts). Students will enjoy reading their own

and others' profiles as well as learning about other activities former students have

participated in. Reading also includes the use of the Internet in the computer lab where

students are required to find information about Japan for the fall video exchange or

complete worksheets on topics relevant to particular themes studied in class or for their

learning portfolios. Finally, students also enjoy reading about their foreign partners’

lives in the video/email exchanges which will be described in point IV.C.２ below.

IV. Writing abilities

A. Description of Entry levels

Upon entry into our Workshop programme, students will probably not know much about

paragraphs (indenting, topic sentences, supporting ideas, details and so on). Some may

still be using ‘one sentence, one line’ to express their ideas. Incomplete sentences

beginning with ‘and, so, but and because’ can be found in most compositions. Simple

words are used to express ideas, especially when they are asked to write with little

preparation or without a dictionary. The romaji keyboard is first introduced in the

computer lab in April and, by the end of May, most are able to write the required one-

paragraph consisting of ６-８ sentences in their first of two-three email exchanges. This

effort, however, can take up most of the class and some may have to finish it for
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homework.

B. Description of Exit levels

By the end of the academic year, the majority of students are able to write a two-

paragraph email letter to exchange partners once a week during the fall video project.

They can write a five-paragraph composition with clear topic sentences and supporting

details in each paragraph for homework, although this will be far from easy for the

weakest students. Their sentences are becoming a bit longer and they will be using a

wider range of vocabulary and expressing slightly more complex ideas than in April.

They understand about using simple transition words and will know, at least in theory,

about making good introductions. The majority do indent, and they may even remember

to sign their name, although the latter is an ongoing struggle.

C. Materials and Tasks

１. Textbook

We have been experimenting with several writing textbooks and are continuing to do so.

At present, Class A is using Writing from Within (2002) which encourages students to

brainstorm, discuss ideas for paragraphs or compositions in small groups and gives clear

models on which to base their writing tasks.

２. Writing Tasks

Already mentioned above, are the email exchanges that occur in both the spring and fall

terms for approximately ６-７ weeks of the semester or longer. In the fall, the length of

the emails is increased from one to two paragraphs (７-10 sentences each). One of the

most difficult tasks in the spring is encouraging students to elaborate on information in

their letters. In the first letters, they often write their seven simple sentences on separate

lines with a straightforward subject, verb, object style and send off their introductions.

Most need to learn how to elaborate on information so, if students BCC to the teacher,

(s)he has a good opportunity to work individually with those students experiencing this

problem. It is also a way of verifying if the writing is being done, as marks are being

tallied on a computer grading system. Lastly, as referred to above, learning portfolios

are collected once a month, where some students may opt to write journals or diaries,

react to the words of a song or movie they have listened to in English, or write to

additional keypals on the Internet and so on.
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V. Cultural components offered

Just as important, and possibly even more than words can say, are all the extra cultural

learning activities and experiences, students are exposed to in the first-year Workshop

Programme. These range from the interviews they have conducted with foreigners, the

video/email exchanges (described in more detail above), to the informal one-hour chat

sessions, students can choose to attend twice a week at lunch time to talk with each other

and their foreign teachers on subjects of their choice, to the “Meet your teachers”

sessions, an interesting and fruitful idea of Professor Carlton. During this class,

memorabilia we have of our countries: flags, photos, costumes, slides, postcards, home

movies, and so on, are displayed around the classroom so that students can enjoy learning

and discovering different aspects about their foreign teacher and indirectly, of course,

his/her country.

Christmas and Halloween also provide excellent opportunities to promote better cultural

understanding of the traditions, sights and sounds of these two special holidays. To this

end, students decorate the classroom, watch videos and slides, read and discuss

information pertaining to these two events and so on. They are surprised each year by

the sudden appearances of strangely dressed personages in their midsts: a filthy, old,

cackling witch explodes into the room. A jolly Santa replete with bulging tummy and

bag chocked full of candies is sometimes accompanied by a shy rheindeer. It has now

become a tradition for the Department's graduates to join in the fun, dressed up in

strange costumes to further mystify the students as to their true identity. As they say:

laughter lubricates learning. Learning is often built on special memories one is fond of

recalling and these are truly wonderful occasions to keep these memories alive and

hopefully, increase their interest in the world of Englishes.

Finally, once a year in February, thanks to the ongoing efforts of Professor Shimaoka,

Head of our Department, students have been able to enroll in the popular ５-week

intensive English programme at McGill University, in Montreal Canada, where they

attend classes five days a week, ５ hours a day and live in homestay with English

speaking families. Apart from learning English in class, they also participate in exciting

weekend activities provided by the Minerva Homestay Company which involves them

directly in North American culture and customs.
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Conclusion

As can be gleaned from the information above, the first year English Workshop

Programme is indeed communicative, cooperative, balanced, autonomy-based and project-

oriented. There are many excellent opportunities for practicing the target language in

different Japan-related contexts through a wide variety of projects, tasks and cultural

activities. With five 90-minute periods a week, participation and learning are quite

intensive but necessary to develop students' oral/aural proficiency and accuracy.

Workshop teachers are dedicated to creating and trying out new approaches and

techniques to further motivate students and enrich, strengthen and expand the

programme. Indeed, we owe it to our students to keep abreast of the quickly-changing

information technology (IT) in order to meet the demands that will be placed on our

students in the future job market. This means taking intensive workshops about teaching

and attending conferences to learn of new ideas and to adapt them to our students' needs.

We are excited about this special programme and love the challenge we have been

entrusted with.

Footnotes

１. Our deepest gratitude to Dr. Robert Betts of the Dept. of Communication Studies for

this excellent idea.
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��������������������������������������
永 井 典 子・福 田 浩 子

０. はじめに

本稿の目的は, 茨城大学英語教育改革によって誕生した総合英語プログラムに設置された５つの

レベルにおいて, どのようなレベル別目標の設定を行ったかを明確にし, その教育的, 理論的背景

を明らかにすることである｡

１. 茨城大学における英語教育改革と総合英語プログラム

茨城大学では, それまでの英語教育の問題点を解決し, さらに教養教育での質の保証を行うこと

を目指して, 平成13年７月, 茨城大学英語教育改革プロジェクトが発足した｡ この作業部会での計

画をもとに, 熟達度テスト (proficiency test) によって５段階のレベル分けを行い, この結果に

基づいたクラス編成で, 統一カリキュラムのもとに週２回の連動授業と週１回のコンピュータ・ラ

ボによる自習を行うという方針を打ち出し１, 平成14年度には人文学部社会学科１年生239名を対象

にパイロット授業を行った２｡ また, プログラム全体を方向付ける理念と目標３を明確にし, 欧州評

議会 (ＣOＥ＝Council of Europe) の枠組を参考にして, 茨城大学の教養英語教育の枠組を決め

るという合意を得た｡

平成15年度には, パイロット授業で得た経験を踏まえて, ｢総合英語プログラム｣ (ＩＥＰ＝

Integrated English Program) と名づけ, 導入３�年計画に従って, 人文学部, 農学部の学生621

名を対象に実施, 平成16年度は, 工学部, 理学部を加えた866名を対象に実施している｡ ３年目に

あたる平成17年度には, 全学への導入が完了する予定である｡

総合英語プログラムの構造は以下のようなものである４｡
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図１ 総合英語プログラムのカリキュラム構造

このような大学内での教育の量の拡大とともに, プログラムの質を確実なものにしていくことが

平成17年度の全学導入に向けての重要な課題となった｡

そこで, 理念を実現し, 目標を達成できる授業を行っていくために, それぞれのレベルの目標を

確定し, その下位項目を具体化して, アセスメントにつなげていくための茨城大学総合英語プログ

ラムのレファレンス・レベル (The IEP Reference Levels of Ibaraki University) を設定する

必要性が生じたのである｡

２. 理念と目標の設定

総合英語プログラムのレファレンス・レベル (IEP Reference Levels) について述べる前に,

その前提となる, 理念と目標について述べておきたい｡

２. １ 理念

茨城大学の教養英語教育の理念５は, ｢英語を学ぶことによって, ����������������������������������を育成する｣ ことと定めた｡ さらにこれを明確にする

ために,

この理念を実現するためには, 母語６のほかに国際語としての英語７の基礎を身につけ, 情報

を収集したり, 人々とコミュニケーションをとったりしながら, その時々の自分の必要性に応

じて, 自ら学んでいくことのできる態度と能力を身につける必要がある｡
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６ 学生の母語が必ずしも日本語とは限らないのであえて ｢母語｣ とした｡

７ したがって､ その目的とするところは､ アメリカ語やイギリス語に偏るものではない｡

 
 

       
 

 

 

 



また, 地球規模の視野を持って生きていくことは, とりもなおさず, 自らのアイデンティティ

や文化について明確な意識を持ち, 表現しうる内容とその手段を持つことでもある｡

と説明を加えている｡

２. ２ 教養教育における英語教育の目標

次に, 教養教育における英語教育の目標８は以下のように定めた｡

１) 英語を通じて, 多種多様な文化と価値観を理解し, 幅広い視野を身につける｡

２) 英語を通じて, さまざまな情報やものの考え方に触れ, より総合的・全体的に物事を捉える

態度を養う｡

３) 英語で広く情報を得ることによって, さまざまな立場の情報をもとに, 物事を主体的に判断

し, 実証的な態度や批判的な能力を身につける｡

４) 専攻する学問と自然, 社会および人間のかかわりについての考えを養うための基礎的なスキ

ルを身につける｡

５) 国際化・情報化の社会に主体的に対応できる言語的・社会的能力を培う｡

２. ３ 教養英語教育の目標のレベル設定

福田 (2003) ですでに述べたように, 教養英語教育の目標を設定するに当たっては, COEの枠

組を参考にしたが, その中で, 茨城大学の教養英語が目標とするレベル, すなわち総合英語のレベ

ル３９で達成すべきレベルは, いわゆるThreshold10に設定した11｡

このThresholdとは, ＣOＥの共通の枠組 (CEF＝��������������������������������������������������������������������������) において, 基礎段階の言語使用者 (Basic

User), 自立段階の言語使用者 (Independent User), 熟達段階の言語使用者 (Proficient User)12

と言語使用者のレベルを３つに分けた中の自立段階の言語使用者, すなわち簡単に言えば中級学習
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８ 以下, 茨城大学教養教育研究開発センター教養英語教育改革小委員会 (2003), p.6より引用｡

９ 総合英語プログラムでは, レベル３を質的保証の対象と想定している｡ 学部によって卒業要件は異なるが,

平成16年度からは, 農学部が４単位, レベル３を卒業要件として定めている｡

10 英語のThresholdについては, Threshold 1990において, 目標の明確性のレベル, 特徴の一般的な記述,

特徴な詳細な記述, 明細書の構成要素以下, 細かく規定されており, その日本語版として 『新しい英語教育へ

の指針 中級学習者レベル�指導要領�』 がすでに出ている｡

11 以下, 福田(2003), pp.119～120参照｡

12 Council of Europe (2001), p.23｡ 日本語訳はAssociation of Japanese Language Teachers in Europe

(2003) のものを使用させていただいた｡



者13に位置するものである｡

CEFにおけるレベルの分け方は次のようなものである14｡

それぞれのレベルの全体的な能力記述文 (descriptor) は以下の通りである15｡

熟達段階の使用者

Ｃ２ 聞いたり, 読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる｡ いろいろな話し

言葉や書き言葉から得た情報をまとめ, 根拠も論点も一貫した方法で再構成できる｡ 自然

に, 流暢かつ正確に自己表現ができ, 非常に複雑な状況でも細かい意味の違い, 区別を表

現できる｡

Ｃ１ いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ, 含意を把握で

きる｡ 言葉を探しているという印象を与えずに, 流暢に, また自然に自己表現することが

できる｡ 社会的, 学問的, 職業上の目的に応じた, 柔軟な, しかも効果的な言葉遣いがで

きる｡ 複雑な話題について明確でしっかりとした構成の詳細なテクストをつくることがで

きる｡ その際テクストを構成する字句や接続表現, 結束表現の用法をマスターしているこ

とが伺える｡

自立段階の使用者

Ｂ２ 自分の専門分野の技術的な議論も含めて, 抽象的かつ具体的な話題の複雑なテクストの主

な内容を理解することができる｡ お互いに緊張しないで母語話者とやり取りできるくらい
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表１ ＣＥＦのレベル一覧

C C２ Mastery

(Proficient User) C１ Effective Operational Proficiency

B B２ Vintage

(Independent User) B１ Threshold

A A２ Waystage

(Basic User) A１ Breakthrough

13 初級, 中級, 上級といった分け方は簡便だが, 何に基づいて判断するかによって異なるので, 注意を要す

る｡

14 福田 (2003), p.119より引用｡

15 日本独文学会による日本語訳から引用｡ ｢第３章共通参照レベル (Common Reference Levels) ｣

pp.27～28｡

http://www.chs.nihon-u.ac.jp/german/inst/yonei/yonei_info/daf-kurs/cef-jp/cef 03.pdf参照｡



流暢かつ自然である｡ かなり広汎な範囲の話題について, 明確で詳細なテクストをつくる

ことができ, 様々な選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる｡

Ｂ１ 仕事, 学校, 娯楽で普段出会うような身近な話題について, 標準的な話し方であれば主要

点を理解できる｡ その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな, 大抵

の事態に対処することができる｡ 身近で個人的にも関心のある話題について, 単純な方法

で結びつけられた, 脈絡のあるテクストをつくることができる｡ 経験, 出来事, 夢, 希望,

野心を説明し, 意見や計画の理由, 説明を短く述べることができる｡

基礎段階の使用者

Ａ２ ごく基本的な個人情報や家族情報, 買い物, 近所, 仕事など, 直接的関係がある領域に関

するよく使われる文や表現を理解できる｡ 簡単で日常的な範囲なら, 身近で日常の事柄に

ついての情報交換に応ずることができる｡ 自分の背景や身の回りの状況や, 直接的な必要

性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる｡

Ａ１ 具体的な欲求を満足させるための, よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し,

用いることもできる｡ 自分や他人を紹介することができ, どこに住んでいるか, 誰と知り

合いか, 持ち物などの個人的情報について, 質問をしたり, 答えたりできる｡ もし, 相手

がゆっくり, はっきりと話して, 助け船をだしてくれるなら簡単なやり取りをすることが

できる｡

この記述からわかるように, Ｂ１レベルとは, 日常よくありがちな場面で, 明快で標準的なイン

プットを受けた場合その要点が理解でき, 該当する言語が話されている地域に行ったときに起こり

うるたいがいの場面で対処でき, また, なじみがあったり個人的に関心のある話題について, つな

がりの複雑でないテクストを産出し, 経験や出来事, 夢, 希望, 野心について説明し, 理由や意見,

計画について手短に述べることができるレベルである｡

これはまさに, ｢『英語が使える日本人』 の育成のための戦略構想｣ で述べられている ｢仕事で英

語が使える人材を育成する｣16 ための基盤となる能力に他ならない｡

しかしながら, 現在のわれわれが置かれている日本の社会的, 教育的環境を考慮に入れると,

Thresholdをそのまま茨城大学の目標として当てはめるわけにはいかない｡ なぜなら, この枠組は,

ヨーロッパの人々を想定し, 一般的なコミュニケーションを目的として構築されたものであり, 大
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１6 平成14年７月12日発表の戦略構想では ｢国際社会に活躍する人材等に求められる英語力→各大学が, 仕事

で英語が使える人材を育成する観点から, 達成目標を設定｣ と述べられている｡ 文部科学省ホームページ ｢『英

語が使える日本人』 の育成のための戦略構想の策定について｣｡

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/020/sesaku/020702.htm



学における専門教育を前提とした, いわゆる教養教育のためのものではないからである17｡

２. ４ 教養英語における学習の具体的な目標

このようなことを考慮し, 茨城大学の教養英語における学習の具体的な目標18は以下のように定

めた｡ これらの目標は, �������������の日本語版である 『新しい英語教育への指針 中級学

習者レベル�指導要領�』19 をもとにし, ｢外国語｣ を ｢英語｣ に変え, ｢仕事上の接触｣ について

の記述を削除するなど日本の言語環境や本学のニーズに合わせて手を加えたものである｡

１) 英語が一般的なコミュニケーションの手段として用いられている場所に短期間出かけたり,

一時的に滞在したとき,

２) 英語を共通のコミュニケーションの手段として用いながら, 国内で外国人の訪問者や一時的

滞在者と交際するとき,

３) 英語の母語話者や非母語話者と接するとき,

４) 英語で書かれたテクスト, もしくは口頭によるテクストに接したとき,

学習者は, 遭遇する可能性が非常に高い場面, 特に,

１) 生活上, ほとんど予測できるような言語使用が要求される実際的な処理での話し合いを含む

場面

２) 学習者が社会生活で接触をはじめ, また続けることができるようにする個人的な言葉のやり

とりにかかわる場面
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１7 大学における英語教育の立場から考えた場合, ｢『英語が使える日本人』 の育成のための戦略構想｣ につい

ても実情とのずれを認めざるを得ない｡ ある程度の日常会話能力は中等教育までで身につけるべきことであり,

大学の教養教育では本来専門的内容を英語で扱う準備を行うことを主眼とすべきである｡ しかし, 現状では,

｢仕事で英語が使える人材の育成｣ の観点から最も日本人学習者に顕著に見られる弱点は ｢話せない｣ すなわち

音声化ができないということであり, 大学で4技能のバランスを改めて調整せざるを得ないという状況に陥って

いる｡ 一方, 大学での学習時間は限られており, そのために高度な読み書きの習得がおろそかになるという危

険性を伴う｡

１8 以下, 茨城大学教養教育研究開発センター教養英語教育改革小委員会(2003), pp.6～8より引用｡ 詳細は,

福田 (2003) 参照｡

１9 p.10参照｡ 日本語版の使用にあたって, 版元である大修館書店の池田恵一氏, また訳者のお一人である新

潟大学教育人間科学部助教授松沢伸二先生には大変お世話になった｡ 日本語版の使用を認めてくださったこと

に対し, この場を借りて感謝したい｡



３) 書かれたテクスト, もしくは口頭によるテクストの要点や, それに関連する重要な細部の理

解を要求する間接的なコミュニケーションにかかわる場面

において必要とされる, 主として言語的な要求に対応するため, 英語を使用することができるよう

になる｡

これに加えて, 各人が, 将来にわたって自律的に学習できるようになるために, ｢学習方法の学

習｣20 の目標を次のように定める｡

１. ニーズと目標について

１) 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズの性質を知っている｡

２) 学習者は, 自分に示された学習目標の性質を知っている｡

３) 学習者は, 自分に示された学習目標と自分のコミュニケーションのニーズとの関連性の程度

について理解している｡

４) 学習者は, 自分のコミュニケーションのニーズのうち, 自分に示された学習目標の中で扱わ

れていないものがあれば, それを特定することができる｡

５) 学習者は, 一般的な用語を用いて, 上の4)で言及されたニーズに対応する学習目標の追加を

説明することができる｡

例) I'd like to read about science. 私は科学についての記事が読みたい｡

I'd like to write business letters. 私はビジネスレターが書きたい｡

２. 学習過程について

１) 学習者は, 1つの学習課題全体が, それぞれ目標を持ついくつかの下位課題に分けられるこ

とを知っている｡

２) 学習者は, 表出能力と受容能力の区別, およびそれぞれのタイプの能力のニーズにこたえる

ために要求される技能の程度の違いを知っている｡

３) 学習者は, 語用論的な適切さ, 文法的適切さ, 語彙的適切さ, 音声的適切さがコミュニケー

ションの効果に寄与することを理解している｡

４) 学習者は, さまざまな学習教材の役割 (例えば, 知識を得ること, 洞察力をつけること, ス

キルをつけることなど) を特定でき, なおかつそうした教材が自分の目標達成のために, 潜在

的に関連があることを理解している｡
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20 ｢学習方法の学習｣ は, 基本的に 『新しい英語教育への指針～中級学習者レベル�指導要領�』 pp.96～97

に示されたものを引用｡ ただし, 原文の ｢ニーズと目標について｣ の４は特定概念にかかわるものなので削除

し, ｢言語の直接体験｣ では２, ３, ６を省き, ｢例｣ のeconmicsをscienceに変えるなど, 本学の状況に合わせ

て手を加えている｡



５) 学習者は, 語法についての情報の探し方を知っている (自分のレベルにあった辞書, 関連す

る参考書, 文法書, インターネット上などで)｡

６) 学習者は, さまざまな語彙獲得の方法を経験しており, 特に自分に役立つと思われる方法を

１つか２つ特定している｡

７) 学習者は, 英語の言語使用に身をおくことを通じて学習できるということを意識しており,

未知の要素を含んだテクストに取り組めるようにするさまざまな補償方略を知っている｡

３. 言語の直接体験について

１) 学習者は, 言語材料と方略を用いて, コミュニケーションのやりとりに参加し, その体験か

ら学ぶことができ, なおかつその重要性を理解している｡

２) 学習者は, 聞き手あるいは読み手として, 初めて出合った単語や表現に気づき, それが使わ

れている場面や機能・概念上の意味に注意しながら, メモを取り, 暗記することができる｡

３) 学習者は, 会話の中で出てきた新しい単語や表現を反復し, できる限りはやい時期に自分で

使用し, 必要があれば後でメモをとって, 自分のレパートリーに加えることができる｡

４) 学習者は, 表現の仕方について実験してみることができ (例えば, 知っている単語と文法構

造, あるいは語形成や構造形成の規則を新たに組み合わせて), その結果が経験を積んだ話し

手に受け入れられるかどうかを観察し, 必要な場合には, 用いた規則を修正することができる｡

４. 評価について

１) 学習者は, 最終目標に向けての自分の進歩をモニターすることができる (特に, 自分のコミュ

ニケーション能力を連続する中期目標と関連させることによって, その過程をモニターできる)｡

２) 学習者は, さらに進んだ学習活動の計画を立てるのに役立てるための形成的評価の役割を理

解している｡

３. 総合英語プログラムのレファレンス・レベルの設定

２. ３で述べたように, 総合英語プログラムは, CEFを参考にして目標を設定しており, 熟達

度レベルの設定もCEFが提示した共通参照レベル (Common Reference Levels) を基盤にしてい

る｡ ここでは, まずCEFの共通参照レベルを概説し, 次にどのようにこの参照レベルに手を加え

て総合英語プログラムのレファレンス・レベルを設定したのかを述べたい｡

３. １ ＣＥＦの共通参照レベル

CEF の共通参照レベルは, 言語学習の熟達段階とそれぞれの段階で可能となる言語能力の記述

からなっている｡ ２. ３で引用した共通参照レベルは, あくまでも全体的な提示であり, 一般の人々

に全体像を示すためのものである｡ この共通参照レベルを立脚点として, 担当教員や学習者等, プ

ログラムの内部にいる使用者には, さらに具体的で詳細な記述が必要である｡ そこで, 共通参照レ

ベルの自己評定表に基づき, 茨城大学総合英語プログラムのレファレンス・レベルを設定すること
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になった｡

CEFの共通参照レベルは, 熟達度レベルを横軸にし, それぞれのレベルの言語能力を縦軸とし

た表の形式をとっている21｡

２. ３で述べたように, ＣＥＦにおける言語学習の熟達段階は３段階に分けられ, それぞれのレ

ベルが, さらに２段階の熟達度に分けられる枝分かれ方式22をとっている｡ すなわち, 基礎段階の

言語使用者は, Breakthrough (A１) とWaystage (A２) に, 自立段階の言語使用者は, Threshold

(B１) とVantage (B２) に, そして, 熟達段階の言語使用者は, Effective Operational Profi-

ciency (C1) とMastery (C２) に分けられているのである23｡

また, それぞれの熟達段階において習得される言語能力は, 理解力 (Understanding), 話す力

(Speaking), 書く力 (Writing) に大別され, さらに, 理解力は, 聴く力 (Listening) と読む力

(Reading) に, 話す力は, 話し言葉のやり取りをする力 (Spoken Interaction) と話し言葉を産

み出す力 (Spoken Production) に分類され, 記述されている｡

このCEFの共通参照レベルは, 特定の学習者や特定の言語教育プログラムのために考案された

ものではなく, ヨーロッパにおける現代語の教育一般について議論し改善していくための共有基盤

として考案されたものである｡ したがって, ある特定の言語の習得を教育目的とし, 特定の学習者

を対象に, 特定の教育目標を持った言語教育の場合, その目的や学習者に即して, このCEFの共

通参照レベルを参考にしながら, それぞれ事情に合わせて精密化していくことが必要であり, また

推奨されている24｡

さらに, CEFは, 言語学習を含めた言語使用 (language use) を人によって遂行される行為の

一部とみなしている｡ つまり, 言語学習は, 学習者が個人の有する能力を駆使し, 特定の条件や環

境, また特殊な行動領域のもとで言語活動を遂行することと捉えている｡ したがって, CEFの共

通参照レベルの設定にもこの基本的な考え方が反映されている25｡
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21 Council of Europe (2001), pp.26-27参照｡

22 ｢枝分かれ方式の利点は, レベルや能力記述分の共通の枠組みを, それぞれの地域の必要性に応じて, 共通

の枠組みと連絡を保ちながら, 当該地域の利用者の異なった観点で実際的なレベルに分けていくことが可能な

点にある｣ としている｡ 日本独文学会によるＣＥＦの日本語訳 ｢第３章共通参照レベル (Common Reference

Levels)｣ p.39から引用｡

http://www.chs.nihon-u.ac.jp/german/inst/yonei/yonei_info/daf_kurs/cef-jp/cef_03.pdf参照｡

23 ２. ３の表１参照｡

24 Council of Europe (2001), p.23参照

25 Council of Europe (2001), pp.9-10参照｡



３. ２ 総合英語プログラムのレファレンス･レベル

総合英語プログラムの熟達度レベルは, CEFの共通参照レベルを参照して定めた｡ ＣＥＦと比

較対照することによって, 総合英語の５段階の熟達度レベルにより普遍性のある説明を与え, 本プ

ログラムの教育内容を広く比較検証する基盤を得たのである｡

総合英語プログラムの熟達度レベルを設定する際, 最も注意したのは, 想定されている学習時間

の違いである｡ さらに, 学習者の違いを考慮した上で, CEFの記述をもとにレベル別の言語能力

の記述を行った｡

３. ２. １ 総合英語プログラムの熟達度レベル

総合英語プログラムの熟達度レベルは, 到達目標として想定しているレベル３を基準として, そ

れを超えるレベルと, そこに至るレベルということで５つのレベルを設定した｡

総合英語プログラムのレベル３は, CEFの共通参照レベルの自立段階の言語使用者 (B1＝Threshold)

に依拠するレベルと設定したが, 実は, 総合英語プログラムで学習する時間と１段階下位のレベル

であるWaysatgeからこのレベルに到達するために必要な学習時間との間には, 大きな隔たりがあ

る｡

Waysatgeレベルにいたるまでの学習時間は, 自律的学習時間を含め180時間から200時間と想定

されており26, また, Thresholdにいたるまでの学習時間は, 自律的学習時間を含め375時間と見積

もられている27｡ よって, WaystageからThresholdに到達するには, 175から195時間の学習時間が

必要だということになる｡

一方, 総合英語プログラムの１学期間の学習時間は, ラボによる自習時間を含めても67.5時間,

それに自習時間を加えても, 100時間に満たないと考えられる｡

そこで, このような学習時間の制約からCEFの共通参照レベルの自立段階 (Threshold＝B1) を

B1-１とB1-２の２つに枝分かれさせ, それぞれ総合英語のLevel３とLevel４とした｡

総合英語プログラムのレベル５は, Thresholdの上の段階にあたるVantageとみなした｡ しかし,

やはり学習時間の制約から, レベル５では, Vantageの目標となっている各言語能力のうち約半分
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Threshold (B1)

／ ＼

B1-１ B1-２

Level３ Level４

26 Council of Europe, van Ek, JA. and Trim, J. L. (1998b), p.4｡

27 Council of Europe, van Ek, JA. and Trim, J. L. (1998a), p.9｡



のみ到達できると考えるのが妥当であろう28｡ したがって, VantageもThresholdと同様に枝分か

れさせ, そのうちB2-１をレベル５とした29｡

総合英語プログラムのレベル３より下のレベルは, 基礎段階の言語使用者レベル (＝Aレベル)

とみなしている｡ ３. １で述べたように, この基礎段階の言語使用者レベルは, A1のBreakthrough

とA2のWaystageに分かれており, 総合英語プログラムのレベル１とレベル２は, 概ねA1とA2に

対応している｡ しかし, 総合英語プログラムの学習者は, 中学, 高校とすでに６年間英語を学習し

ている｡ したがって, A1とA2では, すでに持っている英語の知識をもとに, 言語の基礎段階の使

用者として英語を積極的に使用できるようになることを目指している｡

以上のことをまとめると, 次のような対応関係になる｡

永井・福田：茨城大学教養英語教育のレベル別目標設定 85

Vantage (B2)

／ ＼

B2-１ B2-２

Level５

Basic User

／ ＼

A1 A2

Level１ Level２

表２ 総合英語プログラムの熟達度レベルとＣＥＦの共通参照レベル

総合英語プロ
グラム レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

CEF共通参照
レベル

A1 A2 B1-１ B1-２ B2

Breakthrough Waysatge Threshold Threshold Vantage

28 レベル５の言語能力の記述は, 本稿４. ５参照｡

29 ただし, 総合英語プログラムは教養英語プログラムであり, その目標は自立段階の学習者を養成すること

なので, レベル６は設定していない｡ しかし, 今後, 総合英語プログラムと学部での英語教育の接続を考える

際には, Vantageレベルの英語力の養成も視野に入れ, 茨城大学における４年一貫の英語教育プログラムを構

築することが検討課題の１つとなるであろう｡



３. ２. ２. レベル別の言語能力

レベル別の言語能力を記述する際に, 基本的には, 総合英語プログラムの熟達度レベルと対応関

係にあるCEFの共通参照レベルの言語能力の記述を参照した｡ しかし, 本プログラムの学習者の

特性や学習時間の制約などから, CEFの共通参照レベルとは異なるレベルの記述を参考にしたも

のもある｡ 特に, 本プログラムの学習者の学習歴を考慮し, 読む力と書く能力は, CEFの共通参

照レベルよりそれぞれ一段階高い熟達度レベルの記述を参考にした｡ 他方, 聴く力, 話し言葉のや

り取りをする力と話し言葉を産み出す力は, CEFの共通参照レベルの記述にほぼ対応している｡

総合英語プログラムの学習者は, 中学, 高校と６年間の英語教育を受けてはいるが, 学習者のコ

ミュニケーション言語能力 (communicative language competences)30 には大きな偏りがあるよ

うに思われる｡ すなわち, 語彙や統語論に関する言語の構造的知識はあるが, その知識をコミュニ

ケーション行為として活用する能力がそれほど備わっていないのである｡

中学校31や高等学校の指導要領32では, 英語によるコミュニケーション能力の養成を図り, 英語の

４技能をバランスよく伸ばすことを目標にしているのだが, その教育目標に基づく適切なアセスメ

ント33が行われず, 多くの場合, 中学では高校受験, 高校では大学受験を意識した英語教育がなさ

れているというのが実情ではないだろうか｡ その結果, ４技能のうち, Reading34の技能の習得の
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30 ＣＥＦでは, コミュニケーション言語能力は, 言語能力 (linguistic competences), 社会言語能力

(sociolinguistic competences), 語用論的能力(pragmatic competences)からなるとしている｡ Council of

Europe (2001), pp.13-14参照｡

31 中学校学習指導要領によると, 中学校における外国語 (＝英語) の学習の目標は, ｢外国語を通じて, 言語

や文化に対する理解を深め, 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り, 聞くことや話す

ことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う｣ とされ, 聞く, 話す, 読む, 書く, の4技能の習得を

目指している｡ 詳細は, 下記のホームページを参照｡

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122602.htm

32 高等学校学習指導要領によると, 高等学校での外国語 (＝英語) の学習目標は, ｢外国語を通じて, 言語や

文化に対する理解を深め, 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り, 情報や相手の意向

などを理解したり自分の考えなどを表現したりする実践的コミュニケーション能力を養う｣ としている｡ 詳細

は, 下記のホームページを参照｡

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122603.htm

33 現行の ｢テスト｣ では, コミュニケーション能力全体をカバーすることはできない｡ ｢学力｣ だけでなく,

コミュニケーションをとろうとする態度や関心, 意欲のようなものを含めると, 問題は更に複雑になる｡ ｢積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度｣ はTOEFLであろうが, 入試問題であろうが, 測ることはできな

いと高橋 (1999) は指摘している｡

34 ただし, Readingは, 本来の読解力, つまり書き手が伝えようとしている内容を理解する能力の養成とい

うより, 単に, 英語を解読する言語処理技術の養成に偏っているように思われる｡



方が, Speaking やListeningの習得より重視され, Writingも何かを伝えるために, 書き手の伝達

意図を英語を用いて伝えるということより, すでに日本語で書かれているものを英語にコード化す

るという技術習得に重きがおかれているように思われる｡

総合英語プログラムでは, 過去２年間に実施したプレイスメント・テストなどの結果や担当教員

の経験知も含めて総合的に判断し, 総合英語プログラムのレベルごとの学習者の読む力と書く力は,

対応するCEFの共通参照レベルより一段階高いものを望むべきであろうと結論づけた｡ 他方, 聴

く力, 話し言葉のやり取りをする力, 話し言葉を産み出す力は, 対応するCEFのレベルにほぼ対

応していると判断した｡

総合英語プログラムの各熟達度レベルとCEFの共通参照レベルは, およそ以下のような対応関

係となる｡

４. 総合英語プログラムのレベル別言語能力

それぞれの言語能力の記述の細部は, CEFの参照レベルの記述を参考にしながらも, 総合英語

プログラムに適した形に改訂した｡ その際, 特に注意したのは, 言語を使用する領域の想定である｡

３. １で述べたように, CEFでは, 言語学習を言語活動とみなし, その活動がどのような領域で

行われるのかにも注意を払っている35｡ 総合英語プログラムは教養英語教育のためのプログラムで

あり, ある特定の職業領域での言語活動を想定していない｡ そこで, 言語能力の記述でも, 職業領

域に関わる記述は含めないことにした｡
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表３ 総合英語プログラムの熟達度レベルと能力別ＣＥＦの共通参照レベルの対応

Level１ Level２ Level３ Level４ Level５

理
解
力

聴く力 CEF A1 CEF A2 CEF B1 CEF B1 CEF B2

読む力 CEF A2 CEF B1 CEF B1 CEF B2 CEF B2

話
す
力

話し言葉の

やり取りを CEF A1 CEF A2 CEF B1 CEF B1 CEF B2

する力

話し言葉を
CEF A1 CEF A2 CEF B1 CEF B1 CEF B2

産み出す力

書
く
力

書く力 CEF A2 CEF B1 CEF B2 CEF B2 CEF C1

35 言語活動の領域に関しては, CEFでは, ４つの領域を上げている｡ それらは, 公の領域 (public domain),

個人の領域 (personal domain), 教育の領域(educational domain), そして職業の領域 (occupational

domain) である｡ 詳しい説明は, Council of Europe (2001), pp.14-15参照｡



また, 周知のごとく, 日本は英語が日常的に使用されている環境ではない｡ 本プログラムの学習

者が過去に接した英語の多くは, 教育環境においてであるし, 大学でもそれは変わらない｡ 英語が

日常的に使用される環境ではごく身近にあるテクスト, たとえば英語の広告や看板, 標識などを目

にすることは少ないし, 言語教材としてもあまり扱われていない｡ このような学習者の英語の使用

環境にも注意を払って, レベル別言語能力の記述を行った｡

以下に, レベル別の各言語能力の記述を提示する｡ その際, まず, 参考にしたCEFのレベルご

との例示的な言語能力の記述を引用し, 変更した箇所とその理由を記していく｡ その上で, 総合英

語プログラムの言語能力の記述を行うことにする｡

４. １ レベル別言語能力：レベル１��������
レベル１の聴く力を記述する際に, 参考にしたCEFのA1の記述は, 以下のとおりである｡

I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family

and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly36.

総合英語プログラムのLevel１の言語活動領域は, きわめて限定された領域, すなわち, 個人の

領域にとどまる｡ そこで, 総合英語プログラムの学習者である学生にとって, 最も身近な個人の領

域のトピックは交友関係に関するものであるという判断から, 以下のように改めた｡

I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family, ���������37 and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.��������38
レベル１の読む力を記述する際に参考にしたCEFのA２の記述は, 以下のとおりである｡

I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information �����������������������������������������������������������������������������
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36 Council of Europe (2001), p.26より引用｡

37 総合英語プログラムの言語能力の記述の太字部分は, 対応するCEFの言語能力記述にない部分や記述を改

訂した部分である｡

38 3.2.2.で述べたように, 総合英語プログラムの読解力のレベルは, 概ね対応するCEFのレベルより一段階上

位のレベルの記述を参考にしている｡



and I can understand short simple personal letters39. (太字40は著者)

レベル１の読む力の記述には, CEFのA2の記述を基本的に採用した｡ ただし, テクストの長さ

および種類に関する記述を変更した｡ 総合英語プログラムの学習者は, 教室中心に英語の学習をし

てきており, 英文の広告をよく目にする環境にはない｡ 広告のレイアウトや広告でよく使用される

英語の表現等には慣れていないため, 広告は削除し41, 使用頻度がますます高くなると思われる電

子メールを追加した｡ レベル１の読む力の記述は, 以下のように定めた｡

I can read �������������������������������������������������������������������
I can understand short simple personal letters ����������������������������

総合英語の学習者は, すでに６年間の英語学習を行っているというのが前提だが, 一般に, 英語

で積極的にコミュニケーションを図る態度はそれほど身についていない｡ そこで, レベル１の話し

言葉のやり取りする能力の記述には, A1の記述をそのまま採用した｡

I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or

rephrase things at a slower rate of speech and help me formulate what I'm trying to

say. I can ask and answer simple questions in areas of immediate need or on very

familiar topics42.���������������
レベル１の話し言葉を産み出す能力の記述も, 同様の理由でA1の記述をそのまま採用した｡ す

なわち, 以下のとおりである｡

I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know43.
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39 Council of Europe (2001), p.26より引用｡

40 CEFの言語能力の記述の太字部分は, 総合英語プログラムの言語能力の記述のために削除したり, 書き改

めた箇所である｡

41 ただし, このような日常的に使用される英語の表記やテクストの理解力は, 自立的段階の英語の使用者に

は欠かせない能力である｡ そこで, これらのテクストの読解能力は, レベル３の記述に加えた｡

42 Council of Europe (2001), p.26｡

43 Council of Europe (2001), p.26｡



���44

レベル１の書く能力を記述する際に参考にしたCEFのA２の記述は, 次のようなものである｡

I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate

need. ������������������������������������������������������������������������45. (太字は著者)

レベル１では, 学習時間等の制約から手紙の書き方を削除し, 種類をメモやノートに限定して以

下のように改めた｡

I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate

need ��������������������
４. ２ レベル別言語能力：レベル２��������

レベル２の聴く力を記述する際に, 参考にしたCEFのA２の記述は, 以下のとおりである｡

I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of

most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information,

shopping, local area, ����������). I can catch the main point in short, clear, simple

messages and announcements46. (太字は著者)

レベル２の聴く力は, 学習者のごく身近な領域にかかわる使用頻度の高い言葉や語句が理解でき

ることというCEFのA2の記述をほぼそのまま採用している｡ ただし, 仕事を削除し, その代わり

に学習者の身近な領域のトピックとして旅行を入れ, 以下のように定めた｡

I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most

immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping,

local area, ������). I can catch the main point in short, clear, simple messages and

コミュニケーション学科論集90

44 3.2.2で述べたように, 総合英語プログラムの書く能力のレベルは, 概ねCEFの一段階上位のレベルの記述

を参考にしている｡

45 Council of Europe (2001), p.26｡

46 Council of Europe (2001), p.26｡



announcements.��������
レベル２の読む力の記述は, 以下のCEFのB１の記述を基本的にほぼ記述どおり採用した｡

I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday language ���������������������. I can understand the description of events, feelings and wishes

in personal letters47. (太字は著者)

ただし, 職業の領域での言語活動は削除し, レベル１に引き続いて電子メールを追加し, 以下の

ように改めた｡

I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday language. I can

understand the description of events, feelings and wishes in personal letters and�������������������������
レベル２の話し言葉をやり取りする力を記述する際に, 参考にしたCEFのA２の記述は以下のと

おりである｡

I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange

of information on familiar topics and activities. I can handle very short social

exchanges, �����������������������������������������������������������������������48. (太字は著者)

レベル２の話し言葉をやり取りする能力の記述には, 基本的に上記のA２の記述を採用した｡ た

だし, この記述の最後の条件部分は, このレベルでは, 不要とみなして削除し, 以下のように改め

た｡

I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange

of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges.
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���������������
レベル２の話し言葉を生み出す能力を記述する際に, 参考にしたCEFのA２の記述は以下のとお

りである｡

I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and

other people, living conditions, my educational background ���������������������������49. (太字は著者)

レベル２の話し言葉を産み出す力は, 基本的にCEFのA２の記述を採用したが, 職業の領域に関

する記述は削除し, 以下のように改めた｡

I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and

other people, living conditions and my educational background.���
レベル２の書く能力の記述は, 以下のCEFのB１の書く能力の記述を基本にした｡

I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest.

I can write personal letters describing experiences and impressions50.

さらに, このレベルで本来A２に入っていたとても簡単で個人的な手紙や電子メールが書けるよ

うになることを付け加え, 以下のように定めた｡

I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. ��������������������������������������������������������������������������������.
４. ３ レベル別言語能力：レベル３��������

レベル３の聴く力を記述する際に, 参考にしたCEFのB1の記述は, 以下のとおりである｡
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I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly

encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main �������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������51. (太字は著者)

３. ２. ２で述べたように, 総合英語プログラムのレベル３とレベル４はCEFのB1に対応して

いる｡ そこで, B1の聴く力の記述をレベル３とレベル４の2つのレベルの記述に分割した｡ まず,

B1の聴く力の記述のうち比較的容易な前半部分をレベル３の聴く力の記述として採用し, 職業の

領域に関する部分を削除した｡ さらに, ここでメッセージやアナウンスの要点を聞き取ることを付

け加え, 以下のように改めた｡

I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly

encountered in school, leisure, etc. I can understand the main points ��������������������������.��������
レベル３の読む力は, CEFのB1の延長でありながら, テクストの種類を幅広くし, また高度に

したものとし, 以下のように定めた｡

I can understand factual texts on various topics such as society, culture, life, science, and

technology provided they are written in frequently used vocabulary. I can understand the

main points of notices and posters or in catalogues.�����������������
レベル３の話し言葉をやり取りする能力を記述する際に, 参考にしたCEFのB1の記述は, 以下

のとおりである｡

I can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where the

language is spoken. ���� ��������������� ���������������� �� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������)52. (太字は著者)
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CEFのB1は, レベル３とレベル４で対応している｡ そこで, 基本的には, B1の話し言葉のやり

取りをする能力の前半部分を総合英語プログラムのレベル３の記述とした｡ さらに, ｢日常の会話

にも対処できる｣ という記述を加え, 以下のような記述とした｡

I can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where �������
is spoken. ����������������������������������������������������������������������������.���������������

CEFのB1は, 総合英語プログラムではレベル３とレベル４に分割されているが, 話し言葉を産

み出す力の記述は, 以下のCEFのB１の記述を基本的にレベル３の記述とみなした｡

I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my

dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions

and plans. ��������������������������������������������� ����������������������53. (太字は著者)

ただし, レベル３の学習時間の制約から, B1の記述の最後にある物語や, 本, 映画のあらすじ

を述べ, それらに対する感想や考えを表現するレベルに達するのは困難と判断し, この部分は, レ

ベル３の記述から削除し, 以下のように改めた｡

I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my

dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions

and plans.���
レベル３の書く力の記述は, 以下のCEFのB2の記述を参考にした｡

I can write �����, detailed text on ������������������������������������������can write �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54. (太字は著者)
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レベル３の書く力としては, B2の記述の最初の記述部分のみとし, 書くテーマもより限定的に

した｡ さらに, このレベルでは, B1の経験や印象を描写した手紙や電子メールを目標に含め, 以

下のように定めた｡

I can write detailed text on ������������������������������������������. I can

write �����������������������������������������������������������
４. ４ レベル別言語能力：レベル４��������

レベル４の聴く力を記述する際に, 参考にしたCEFのB1の記述は, 以下のとおりである｡

I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly

encountered in ����, school, leisure, etc. I can understand the main point of many

radio or TV programmes on current affairs or topics of personal ����������������������������������������������������� ��������55. (太字は著者)

レベル４の聴く力の記述は, B1の聴く力の後半部分の ｢時事問題や個人的に興味のある内容に

関してラジオやテレビ番組の要点を聞いて理解する｣ という記述を基本的に採用した｡ ただし, 職

業領域に関する記述は削除し, また ｢ゆっくり伝達されれば｣ という条件は, レベル４の聴く力の

記述としては不要とみなして削除し, 以下のように改めた｡

I can understand the main point of many radio or TV programmes on current affairs

or topics of personal interest.��������
レベル４の読む力の記述では, 以下のCEFのB２の記述を参考にした｡

I can read articles and reports ���������������������������������in which the

writers adopt particular attitudes or viewpoints. ���������������������������������������56. (太字は著者)
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レベル４の読む力の目標は, B２をもとに, やや容易なものとした｡ 主な変更点は, 次の３点で

ある｡

１) 学習時間の制約から, 散文の読解までは目標に入れることはできないと判断し, 散文の読解

の記述は削除した｡

２) 学習者の一般的な知識レベルを考慮し, 記事や報告書の内容を現代の問題に関してではなく,

身近なトピックに制限した｡

３) 著者の姿勢や視点に対して批判的に記事を読むことは除外した57｡

その結果, 以下のような記述となった｡

I can read articles and reports ����������������in which the writers adopt particular

attitudes or view points.�����������������
レベル４の話し言葉をやり取りする能力を記述する際に参考にしたCEFのB1の記述は, 以下の

とおりである｡

I can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where the

language is spoken. ���� ��������������� ���������������� �� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������)58. (太字は著者)

レベル４の話し言葉をやり取りする能力の記述は, B1の後半部分を一部変更し, 以下のような

記述に改めた｡

I can ������ ���������������� conversation on topics that are familiar, of personal

interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, travel, and current events).���������������
レベル４は, レベル３とともにCEFのB1に対応している｡ CEFのＢ１の記述は以下のとおりで

ある｡
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I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my

dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions

and plans. ��������������������������������������������� ����������������������59. (太字は著者)

レベル３で削除した ｢物語や, 本, 映画のあらすじを述べ, それらに対する感想や考えを表現す

ることができる｣ (太字の部分) という記述は, その前提となる物語や本を読む力60や映画を観てそ

の内容を理解する聴く力をレベル４でも到達目標としてあげていないため, レベル４の記述からも

削除した｡

そこで, レベル４の話し言葉を産み出す力は, B2の記述61をもとに, 話し言葉で伝える描写の程

度やトピックをB2の記述より平易にし, 以下のように定めた｡

I can present simple descriptions on subjects related to my field of interest.���
レベル４の書く能力の記述は, 以下のCEFのB2の記述を参考にした｡

I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I

can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of

or against a particular point of view. �������������������������������������������������������������������������62. (太字は著者)

レベル４の書く能力は, B2の記述を基本的にそのまま採用している｡ ただし, B2の手紙を書く

能力の部分は, 削除し, 以下のように改めた｡

I can write clear text on a wide range of subjects related to my interests. I can write

an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a

particular point of view.
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４. ５ レベル別言語能力：レベル５��������
レベル５の聴く力を記述する際に参考にしたCEFのB２の記述は, 以下のとおりである｡

I can understand �������� speech and lectures ��� ������ ���� ������� ���������������provided the topic is reasonably familiar. I can understand most TV news

and current affairs programmes. I can understand the majority of films in standard

direct63. (太字は著者)

レベル５の聴く力としては, B2の記述を基本的に採用したが, ｢流れが複雑であってもスピーチ

や講義の内容についていける｣ という部分は, レベル５の到達レベルとしてはやや高すぎると判断

し削除した｡ また, 映画の理解については削除し, 以下のように改めた｡

I can understand speech and lectures provided the topic is reasonably familiar. I can follow

TV news and current affairs programmes.��������
レベル５の読む力を記述する際に参考にしたCEFのB２の記述は, 以下のとおりである｡

I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the

writers adopt particular attitudes or viewpoints. ���������������������������������������64. (太字は著者)

レベル５の読む力の記述は, B2の読む力の記述をほぼそのまま採用した｡ ただし, 学習時間の

制約から, 現代文学の散文を読むことは削除し, 以下のような記述とした｡

I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers

adopt particular attitudes or viewpoints.�����������������
レベル５の話し言葉をやり取りする能力を記述する際に参考にしたCEFのレベルB２の記述は,
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以下のとおりである｡

I can ����������������������������������������������������������������������������������������������������. I can ����������������in discussion in familiar

contexts, accounting for and sustaining my views65. (太字は著者)

レベル５では, レベル４からの学習時間の制約から, 英語母語話者と自然にやり取りができるレ

ベルへの到達はまだ困難と判断し, B２の話し言葉をやり取りする能力の記述の前半部分は, 削除

した｡ そして, B2の記述の後半部分を基本的に採用し, 文言を修正し, 以下のように定めた｡

I can ����������� in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining my

views.���������������
レベル５の話し言葉を産み出す力の記述は, 以下のCEFのB２の記述をほぼそのまま採用した｡

I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field

of interest. I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and

disadvantages of various options66. (太字は著者)

ただし, 詳細に描写するのは難しいという判断から“detailed”は削除した｡

I can present clear descriptions on a wide range of subjects related to my field of interest.

I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of

various options.���
レベル５の書く力の記述は, 以下のCEFのC１の書く能力の記述を参考にした｡

I can express myself in �����, well-structured text, expressing points of view at some

length. �������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������67. (太字は著者)

ただし, 学習時間の制約から, 後半部分の複雑な主題について手紙, エッセイ, レポートを書く

記述は削除し, 以下のように記述した｡

I can express myself in ���������� ��������������������expressing points of view at

somelength.

以上, レベルごとに５つの言語能力の記述を提示した｡ これらの言語能力を特定する際に, 同一

能力の段階的向上度を考慮したとともに, 同一レベルでの他の言語能力との相関性および一貫性に

も考慮した｡ また, この総合英語リファレンス・レベルは, 共通参照レベルと同じように表の形に

まとめ68, 日本語版69を作成した｡

５. おわりに 今後の課題

これまで述べてきたように, 本稿では, 教育的, 理論的背景を明らかにしながら, 茨城大学総合

英語プログラムにおいて, どのようなレベル別目標を設定したかを明確にした｡

このレベル別目標の設定により, ＣＥＦの二大目的のひとつである ｢教育の現場関係者たちの相

互の情報交換を容易にし, さらに生徒たちに, どのようなことを達成する手助けをしようとしてい

るのか, そして, その方法を説明できるようにする｣ 70という目的のかなりの部分が達成できたと

いえる71｡ これに引き続いて, それぞれの下位項目を具体化し, アセスメントにつなげていくこと

が今後の課題である｡

また, 全学導入とともに, 学部間の違いをも視野に入れたレベル別目標の再検討72や, それに伴

う調整も今後必要になるであろうと思われる｡
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68 英語版作成に当たっては, 主に永井が作成した後, 総合英語プログラム担当の小林邦彦先生, 岡山陽子先

生, 上田敦子先生より貴重なご指摘をいただいた｡ 付録参照｡

69 日本語版作成に当たっては, 主に福田が作成した後, 総合英語プログラム担当の小林邦彦先生, 岡山陽子

先生, 上田敦子先生より貴重なご指摘をいただいた｡ 付録参照｡

70 日本独文学会による日本語訳から引用｡

http://www.chs.nihon-u.ac.jp/german/inst/yonei/yonei_info/daf-kurs/cef-jp/cef_01.pdf参照｡
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明記した｡ 今後は, この共通参照レベルに沿ったプログラムの開発により, 日本の事例として, ヨーロッパ諸

国の教育機関と問題点の共有やリサーチを展開することが可能になるし, また実行していかなければならない

と考える｡

72 平成16年度のプレイスメント･テストの結果では, それぞれの能力が学部の間で異なっている傾向がすで

に見られる｡
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�付録�
欧州評議会の共通の枠組 (CEF) による

茨城大学総合英語プログラムのレファレンス・レベル

茨城大学総合英語プログラムのレファレンス・レベルの記述で引用した ���������������������������������������������������������������������������の中のself-assessment

gridの著作権は欧州評議会にある｡ ｃ○���������������
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���������������������
(2003年４月～2004年３月)

○青木 研二 (教授・言語コミュニケーション論講座)

[論文]

ジャン・コクトーの 『オルフェの遺言』, 茨城大学人文学部紀要, コミュニケーション学科論

集, 第15号, 2004年, 17－56頁｡

○東 佳史 (助教授・コミュニケーション動態論講座)

[著書]

１. (2003) �����������������������������������Sinar Harapan Press, Jakarta

(xvii＋272頁 ＋65頁) (単著)｡

２. (2003) 東チモールにおける国連の平和維持活動 (Spoiling the people, destructing the

nation), 人道危機と国際介入｢平和回復の処方箋｣ 広島平和研究所編 有信堂同文社, 第

10章 (pp201-225) 24頁 (単著)｡

[学会発表]

｢出口なし：ジャカルタのべチャ引きたち, 2002年｣ 第51回 関東社会学会(大正大学),

テーマ部会A ｢グローバル化と都市底辺の再編｣ 2003年６月｡

[海外出張]

１. 外務省 カンボジア国第３回総選挙監視団コンポット州担当外務事務官 2003年７月｡

２. 国際協力機構 インドネシア共和国選挙管理委員会への短期派遣専門家 2004年２月

-３月｡

○稲葉奈々子 (助教授・コミュニケーション動態論講座)

[論文その他]

１. [2003] ｢都市をとりもどす人々：グローバル化と 『場所』 のポリティクス｣ 『現代思想』

第31巻第６号 pp.177-187.

２. [2003] 稲葉奈々子・樋口直人 ｢地域統合と非正規滞在者の創出：欧米における移民規制

のジレンマ｣ 『月刊自治研』 第526号 pp.65-72.

３. [2003] ｢『共和主義的統合』 の終わりと 『多文化主義』 のはじまり：フランスの移民政策｣

小井土彰宏編 『移民政策の国際比較』 明石書店, pp.83-116.

４. [2003] 稲葉奈々子・樋口直人 ｢滞日バングラデシュ人の職業履歴｣ 『茨城大学人文学部紀

要・コミュニケーション学科論集』 第14 pp.89-106.

５. [2003] ｢国際労働力移動：1980年代以降の傾向｣ 『地理・地図資料』 No.146, pp.４-５.
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６. [2003] ｢留保される普遍的人権概念：難民・移民をめぐるEUの動き｣ 『インパクション』

第136号, pp.78-84.

７. [2003] ｢NPOの現在・社会運動の未来｣ コリン・コバヤシ編 『市民のアソシエーション』

太田出版, pp.101-129.

８. [2003] ｢公共空間を�占拠�するアソシエーション｣ コリン・コバヤシ編 『市民のアソ

シエーション』 太田出版, pp.202-223.

９. [2003] ｢移住女性の権利保障：宣言と行動計画から考える｣ 反差別国際運動日本委員会

編 『マイノリティ女性の視点を政策に！社会に！: 女性差別撤廃委員会日本報告書審査を通

して』 解放出版社, pp.202-210.

10. [2003] ｢社会運動とNPO：権力を志向することなく世界を変えようとする人々｣ 『ピー

プルズ・プラン』 第24号, pp.51-60.

11. [2003] ｢『世界の悲惨』 へのまなざし：ある社会学者の軌跡｣ 『独火星急使』 2003年７月

号, pp.７-14.

12. [2004] ｢移住者の人権｣ 反差別国際運動日本委員会編 『マイノリティの権利とは：日本

における多文化共生社会の実現に向けて』 解放出版社, pp.38-39.

13. [2004] 樋口直人・稲葉奈々子 ｢マージナル化か, ニッチ形成か：滞日バングラデシュ人

の労働市場, 1985-2001｣ 『茨城大学地域総合研究所年報』 第37号 pp.57-66.

14. [2004] ｢IN THE STREET：�人々が交差する場・記憶が蓄積する場�を考察する｣

『10＋１』 pp.89-90.

[海外出張および海外研修]

１. 2003年８月３日 ８月28日, イラン, テヘラン, 帰還移民に関する社会調査

２. 2003年９月２日 ９月26日, フランス, パリ, グローバル化と社会運動に関する社会調査

３. 2003年10月２日 10月６日, マレーシア, クアラルンプール, APWLD (アジア太平洋女

性の司法と開発)主催, 移住女性に関する国際会議参加

４. 2003年11月10日 11月17日フランス, パリ, ヨーロッパ社会フォーラム参加

５. 2004年２月16日 22日, バングラデシュ, ダッカ, 帰還移民に関する社会調査

６. 2004年３月24日 ３月28日, フィリピン, マニラ, 介護労働の国際移転に関する社会調査

[学会発表等]

１. [2003.５] ｢反グローバリズム運動は世界でどのように結びついているか：ポルトアレグ

レ世界社会フォーラムを中心として｣ 日本寄せ場学会 (山谷労働者福祉会館)

２. [2003.６] ｢90年代フランスの�持たざる者の運動�と自己表象のアート｣ 関東社会学会

(大正大学)

[科研費および学長裁量経費等の助成金受領]

１. 代表者：若手研究(B) ｢ヨーロッパ統合とグローバリゼーションをめぐる社会運動にかん
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する研究｣ 80万円

２. 分担者：基盤研究(B) ｢現代日本における都市下層の動態に関する実証的研究｣ 350万円

３. 分担者：基盤研究(A) ｢奴隷制社会における拘束型労働の実践と記憶, ならびに制度正当

化の言説｣ 960万円

○糟谷政和 (助教授. コミュニケーション動態論講座)

[論文・報告など]

１. ｢高来神社(神奈川県中郡大磯町)再考｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュニケーション学科論

集』 第14号, 2003年９月, 単著, 81-88頁 (８頁)｡

２. ｢日韓歴史教育者交流の成果と課題｣ 『歴史教育・社会科教育年報 2003年版』 歴史教育者

協議会編, 三省堂, 2003年８月, 23-31頁 (９頁)｡

３. ｢朝鮮通信使を題材とした絵馬｣ 『茨城大学人文学部紀要コミュニケーション学科論集』 第

15号, 2004年３月, 単著, 57-64頁 (８頁)｡

[海外出張]

2003年８月18日～27日, 韓国忠北大学校, 茨城大学学生訪問団引率｡

[学会参加・発表]

韓国忠北大学校人文学研究所主催国際シンポジウム ｢東アジアの言語と文化｣ にて報告：テー

マ ｢日本の中の韓国文化と歴史教育の課題｣ 2003年11月20日, 韓国忠北大学校｡

○加藤 篤志 (助教授・メディア環境論講座)

[論文・報告など]

｢親友に対する満足感の要件｣ 『都市的ライフスタイルの浸透と青年文化の変容に関する社会

学的分析』 平成13・14・15年度科学研究費補助金 (基盤研究(A)(1)) 研究成果報告書,

120-126頁｡

[科研費および学長裁量経費等の助成金受領]

分担者 基盤研究A(1), ｢都市的ライフスタイルの浸透と青年文化の変容に関する社会学的分

析｣ 平成13～15年度, 1430万円｡

○金本 節子 (教授・コミュニケーション動態論講座)

[海外出張および海外研修]

海外出張：インドネシア

インドネシア教育大学大学院日本語教育研究科日本語教育方法論等に関する講義

H15年７月18日～９月22日

海外研修：ベトナム

ハノイ及びホーチミンにおけるJICAプロジェクトサイト 視察および現地調査

H15年９月22日～９月27日

[授業報告]
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｢大学教育研究センター年報｣ 第８号pp.63―71(2004)

○佐野 博彦 (教授・メディア環境論講座)

[論文・報告など]

｢小学校理科番組の変容と情報化～1990年代｣ 茨城大学人文学部紀要 コミュニケーション学

科論集第15号 (2004年３月)

[学会発表等]

｢小学校向け理科教室－40年の変容｣ 2003年度日本教育メディア学会第10回大会

○島岡 將 (教授・メディア環境論講座)

[論文]

｢写真史とフォトモンタージュ｣ 『コミュニケーション学科論集』 茨城大学人文学部紀要第15

号抜刷 pp.85-101.

○杉下 恒夫 (教授・コミュニケーション動態論講座)

[著書]

国際協力 地球市民としてできること (監修・指導 学研刊)

[論文その他]

１. ボスニアに見るイラク支援の教訓｣ (JICAフロンティア04年３月号)

２. ｢ボスニア復興支援の現場｣ (国際開発ジャーナル03年12月号)

３. ｢環境ガイドライン｣ (JIBC TODAY 03年12月)

４. アルジェリア地震緊急援助評価報告書 (04年３月)

[海外出張および海外研修]

１. 03年４月１日～９日 (スリランカ)

２. ９月１日～14日 (オーストリア, ボスニア, ブルガリア)

３. ９月22日～29日 (ベトナム)

[学会発表等]

日本評価学会全国大会 ｢地方自治体の評価方法｣ (10月31日, 11月１日, 立命館アジア太平洋

大学)

[その他]

１. 兵庫県国際新戦略懇話会報告 (委員)

２. パレスチナおよびタジキスタン民主化セミナー ｢民主主義とメディア｣ (講義)

３. ｢国際協力の仕事｣ (原稿 リベラル・タイム８月号)

４. ｢国際関係と日本の国際協力｣ (講演 国際協力機構二本松青年海外協力隊訓練所 ６月,

10月, 04年３月)

５. 現代用語の基礎知識04年版 (NGO・NPO)

６. エンカルタ電子辞典04年版 (NGO・NPO)
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７. NHKラジオ ｢新ODA大綱について｣

８. 国連全国大会シンポジウム (パネリスト新潟県)

９. 国連シンポジウム ｢国連は必要か｣ (基調講演, 東京都)

10. JICA緊急援助隊国際シンポジウム (ファシリテーター神戸市)

11. ｢ボスニアに見るイラク支援の教訓｣ (原稿 フロンティア04年３月号)

12. ｢日本の国際協力のあり方｣ (講演 国際情勢研究会 04年３月)

○杉本 妙子 (教授・言語情報論講座)

[論文]

｢ベトナム語圏日本語学習者の発音に関わる誤用についてＩ－誤用の実態を中心に－｣, 茨城

大学人文学部紀要コミュニケーション学科論集, 14号, 2003年９月, 単著, pp.19～45.

海外研修 (日程／渡航国／研修先／研修目的)

１. 2003年９月８日～９月18日／スリランカ／コロンボ市内各種初等中等教育機関, その他／

スリランカの学校・生活文化の視察, 並びに調査・資料収集等

2004年３月14日～３月23日／ベトナム／ハノイ国家大学社会人文科学大学､ ベトナム日本

人材協力センター, 他／ハノイ国家大学社会人文科学大学等訪問・視察, 並びに言語調査,

資料収集等

[その他]

八ッ場ダム水没地域方言緊急調査調査員 (国土交通省八ッ場ダム工事事務所), 2003年度調査

員 (2001年度より同調査員)

○鈴木 栄幸 (助教授. メディア環境論講座)

[論文]

1. 学習環境の社会的・継続的デザイン方略としてのローカルエキスパート育成―大学・企業・

小学校による共同デザインプロジェクトの事例研究―, 『日本教育工学雑誌』, Vol.26, No.

４, 共著, 309頁～323頁｡

[学会参加・発表]

１. 科学教育学会全国大会, 金沢工業大学, 2003年７月 研究発表

２. 教育システム情報学会全国大会, 茨城大学, 2003年８月

３. 教育工学会全国大会, 岩手県立大学, 2003年10月 研究発表

[研究費の受領]

１. 代表者, 基盤研究(B), 他者の視点の内化を促す対話的プレゼンテーション教育手法の確

立, 2002年～2004年, (2003年 340万円)

２. 代表者, 萌芽研究, 質問バケツリレー方式を取り入れた電子掲示板による知的探索コミュ

ニティの形成支援､ 2003年～2005年, (2003年度 130万円)

３. 代表者, 電気通信普及財団研究助成, 相互行為の理論を応用した知的探求コミュニティの
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形成支援, (2003年 100万円)

[その他]

１. 電子情報通信学会 教育工学専門委員 (2000～)

２. ｢認知科学｣ 編集委員 (2001～)

３. 認知科学会教育環境のデザイン研究分科会主査 (2003～)

４. 電子情報通信学会ソサエティ誌編集委員 (2004～)

○谷川 建司 (助教授. 言語コミュニケーション論講座)

[論文]

１. ｢映画史から業界裏までアメリカ映画を知るための50冊｣, 『アメリカ映画がわかる｡』 (朝

日新聞社 AERA Mook), 2003年７月10日, 164-171頁 (８頁)｡

２. ｢戦後のハリウッド製日本ロケ映画について｣, 『アジア遊学』 No.54 (勉誠出版), 142-

151頁 (10頁)｡

３. ｢『忠臣蔵』 を通じてみる､ 占領した者とされた者のメンタリティ｣, 『文学』 2003年９・10

月号＝第４巻・第５号 (岩波書店), 35-49頁 (15頁)｡

４ . ｢占領期の対日スポーツ政策 ベースボールとコカ・コーラを巡って｣ ,

『Intelligence』 第３号 (20世紀メディア研究所編), 2003年10月30日, 30-41頁 (12頁)｡

[学会発表・参加]

１. 日本マス・コミュニケーション学会 2003年度春季研究発表会, 県立長崎シーボルト大学,

2003年５月31日～６月１日

２. ｢自治体の広報活動としてのフィルム・コミッション設立とその方向性｣, 日本広報学会

第９回研究発表大会, 宝塚造形芸術大学・大学院サテライト, 2003年11月15日～16日

[科学研究費補助金の受領]

分担者 ｢占領期雑誌目次データベース｣, データベース公開促進費 (一般／158119)

2003年度, 4070万円｡

[その他]

１. 早稲田大学現代政治経済研究所特別研究員

２. ｢山本嘉次郎と黒澤明 占領政策の受容を巡って｣, 第61回・日本映画史研究会, 於

明治学院大学, 2002年９月24日｡ ※前回の彙報に載せられなかったもの

３. ｢ＧＨＱの対日野球政策 ベースボールとコカ・コーラ｣, 第３回・占領期雑誌研究

会, 於早稲田大学, 2003年３月20日

４. ｢『忠臣蔵』 を通じてみる, 占領した者とされた者のメンタリティ｣, 第13回・20世紀メディ

ア研究会, 於早稲田大学, 2003年９月13日

５. ｢アジアにおけるＯＳＳ・ＣＩＡの活動について｣ (司会) (国際シンポジウム ｢東アジア

におけるメディアとプロバガンダ 政治・文化史への新視点｣ 第三セッション), 於早稲
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田大学, 2003年11月22日～23日

６. ｢ＣＭと外国人タレント｣ (シンポジウム ｢テレビＣＭによる文化研究のあらたな可能性

を探る｣), 於国際日本文化研究センター, 2004年１月30日～31日

７. ｢鼎談 谷川建司＋田中まこ＋荒木美也子 フィルム・コミッションをめぐる三つの視点｣,

『キネマ旬報』 2003年８月上旬号, 138-143頁 (６頁)｡

８. ｢座談会 竹前栄治＋袖井林二郎＋福島鑄郎＋天川晃＋山本武利＋谷川建司 占領期研究

の蓄積を再検証する｣, 『Intelligence』 第３号 (20世紀メディア研究所編), 2003年10月30日,

４-20頁 (17頁)｡

○土平 泰子 (助教授. 言語情報論講座)

[論文]

１. G-TELPを用いた総合英語プログラムの評価, 茨城大学人文学部紀要 (コミュニケーショ

ン学科論集), 第14号, 2003年9月, 単著, pp.47-71.

２. Measuring English Language Proficiency Using the Criterion-Referenced Test (1)

―analyses by the classical test theory―, 茨城大学人文学部紀要 (コミュニケーション

学科 論集), 第15号, 2004年３月, 単著, 印刷中｡

[学会参加・発表]

第７回日本言語テスト学会全国大会, 熊本大学, 2003年11月30日

言語コミュニケーション論講座

○中西 貴行 (講師・学科共通)

[論文・報告など]

１.“Using the idea of debate through the internet.”�������� ������� ��������������������������������������������Vol.３, no.２, April 2003. pp２.

２. “Recognizing the difference between /v/ and /b/ sounds.” 茨城大学人文学部

紀要：コミュニケーション学科論集, 第14号, 2003年９月, 136-143.

[学会参加・発表]

｢茨城大学における教養英語カリキュラム改革 ―進化型プログラムの構築を目指して－｣

JACET全国大会プログラム ｢国家戦略｣ としての外国語教育―そのあるべき姿を求めて―

2003年９月４日－６日 永井典子 福田浩子 (共同発表) 於東北学院大学

[書評]

Book review on“Issues & Answers: Reading, Listening and Discussing Current Issues

in English.”Vance E. Johnson. The Language Teacher. Volume 27, Number 10,

October 2003. p28.

[その他]

｢教養英語教育改革 21世紀の大学英語教育を目指して｣ ―茨城大学教養英語教育改革プロ
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ジェクト報告書― 2003年５月31日 p128-134 ３.４章執筆

○永井 典子 (教授・言語情報論講座)

[論文]

｢発話解釈プロセス再考：表出命題復元プロセスを中心に｣ 茨城大学人文学部紀要コミュニケー

ション学科論集 No.14 2003.９, 単著｡

[平成15年度茨城大学教育研究支援経費の受領]

代表者, VCSを利用した総合英語プログラムの授業開発プロジェクト, 150万｡

[報告書]

１. ｢教養英語教育の改革：習熟度別カリキュラムの導入｣, 茨城大学大学教育研究開発セン

ター年報, 2003. ４, 単著｡

２. 教養英語教育改革：21世紀の大学英語教育を目指して―茨城大学教養英語教育改革プロジェ

クト報告書, プロジェクト代表, 茨城大学大学教育研究開発センター教養英語教育改革小委

員会編, 2003.５, pp163.

３. ｢習熟度教育導入からの探索｣. 茨城大学教養教育シンポジウム―教養教育おける質の保

証因子の探索―, 茨城大学大学教育研究開発センター, 2003.２, 単著｡

[学会参加・発表]

茨城大学における教養英語カリキュラム改革―進化型のプログラムの構築を目指して―,

JACET (大学英語教育学会), 東北学院大学, 2003年９月５日

[講演・報告]

１. 茨城大学における習熟度別教養英語教育, 平成15年度国立大学教養教育実施組織代表者会

議, 第二部会習熟度別教育, 代表報告, 札幌, 2003年５月15日

２. 総合英語プログラム：茨城大学の実践, 東海地区大学教育研究会基調報告, 岐阜大学平成

15年度共通教育FD基調報告, 岐阜大学, 2003年12月３日

３. 総合英語プログラム：茨城大学の実践, 三重大学共通教育ワークショップ基調講演, 三重

大学, 2004年２月４日

４. 習熟度別英語プログラムの実践, 南山大学英語教育ワークショップ基調講演, 南山大学,

2004年２月５日

○西山 國雄 (助教授・言語情報論講座)

[論文・報告など]

Post-Syntactic Passivization and the Abstract Clitic Position in Indonesian.

Proceedings of Austronesian Formal Linguistics Association ９: Cornell Working

Papers in Linguistics 19: 107-121.

○福田 浩子 (助教授・学科共通)

[著書]
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１. コミュニケーション学：その展望と視点, 松栢社, 2003年４月, 共著, 203頁｡

２. ２.Power On EnglishＩ Teacher's Manual (解説編), 東京書籍, 2003年４月, 共著,

287頁｡

３. Jazz Up Your Japanese with Onomatopoeia, 講談社インターナショナル, 2003年

７月, 単著, 238頁｡

[論文・報告など]

１. ｢茨城大学教養英語教育の理念と目標｣ 『教養英語教育改革21世紀の大学英語教育を目指し

て 茨城大学教養英語教育改革プロジェクト報告書 』, 茨城大学教育研究開発センター

小委員会, 2003年５月, 単著, pp.３～８.

２. ｢教材｣ 『教養英語教育改革21世紀の大学英語教育を目指して茨城大学教養英語教育改革プ

ロジェクト報告書』, 茨城大学教育研究開発センター小委員会, 2003年５月, 単著, pp.92～

112.

3. ｢茨城大学教養教育の理念と目標 『｢英語が使える日本人｣ 育成のための行動計画』 の

一環として ｣, 『茨城大学人文学部紀要 コミュニケーション論集』 第14号, 茨城大学

人文学部, 2003年９月, 単著, pp.107～134.

[学会発表等]

｢茨城大学における教養カリキュラム改革 進化型プログラムの構築を目指して ｣,

第42回JACET全国大会, 大学英語教育学会, 東北学院大学, 2003年９月４日｡

[学長裁量経費等の助成金受領]

分担者, 平成15年度教育・研究支援経費 ｢VCSを利用した総合英語プログラムの授業開発プ

ロジェクト｣ 150万円｡

[その他]

文部科学省検定高校英語教科書 『Power On English』 編集委員｡

○舟生日出男 (助教授・メディア環境論講座)

[論文・報告など]

再構成型コンセプトマップ共同作成ソフトウェアの内省と対話の支援における有効性について,

科学教育研究, Vol.27 No.５, 共著, 318頁～332頁 (15頁)｡

[学会発表等]

１. CSCLシステム開発におけるインターネットセキュリティに関する技術的課題と解決策,

日本科学教育学会 第27回年会論文集, 共著, 185頁～188頁 (４頁), 2003.７.26

２. 遠隔地間の創発的分業を支援するシステムの開発と評価, 教育システム情報学会 第28回

全国大会講演論文集, 共著, 59頁～60頁 (２頁), 2003.８.30

３. 協調学習における創発的分業を支援するシステムの機能的要件, 日本教育工学会 第19回

大会講演論文集, 共著, 599頁～602頁 (４頁) (pp.599-602), 2003.10.12
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[科研費および学長裁量経費等の助成金受領]

１. 分担者, 他者の視点の内化を促す対話的プレゼンテーション教育手法の確立, (課題番号:

14380070, 代表: 鈴木栄幸), 複数年度 (平成14～16), ０円｡

２. 分担者, 遠隔高等教育を対象とした創発的分業を支援する学習環境の開発と評価, (課題

番号:13558023, 代表: 加藤浩), 複数年度 (平成13～15), ０円｡

○松井 陽通 (教授・メディア環境論講座講座)

[論文・報告など]

｢21世紀の茨城県の県政情報の発信について｣ 茨城県政情報誌 ｢ふぉるむ｣ Vol.13 2003年

第13号 ２-９頁｡

○梁 継国 (教授・コミュニケーション動態論講座)

[著書]

『120時間連動式授業用中国語テキスト 新世紀新中文』 (試行本) 好文出版 2003年４月

１日, 単著, 96頁｡

[海外研修]

１. 平成15年８月10日より同8月30日まで 中国復旦大学 ｢グローバル化と中国民間文化に関

する国際学術会議｣ に参加及び現地調査

２. 平成16年３月14日より同３月26日まで 中国 SARS流行の中国における外国人留学生

状況調査

[科研費および学長裁量経費等の助成金受領]

｢中国語教育システム改革と120時間連動式授業用統一テキスト制作｣, 平成15年度教育研究

支援経費 400千円, 代表者｡

[その他]

茨城大学地域連携推進事業 ｢がんばる茨城産業人講座｣ 平成15年９月10日日立商工会議所

｢中国の経済環境と茨城｣ にて講演

○和田 尚明 (助教授・言語情報論講座)

[在外研究]

2003年９月１日～2004年７月31日 ベルギー (コルトレイク) ルーヴァン・キリスト教大学

コルトレイク校

2004年８月１日～2004年８月31日 イギリス (ケンブリッジ) ケンブリッジ大学

○カニンガム・ジョイス (Joyce Cunningham) (教授・言語情報論講座)

[論文その他]

１. Cunningham, J. (2003, spring). Connect with English: Video Comprehension Book

２, in Tesol Journal, 11(1). p. 42.

２. Cunningham, J. (2003, May). A Canadian learning NLP to come to terms with
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Japanese Values in Humanizing Language Teaching, ３.

Available at http://www.hltmag.co.uk/

３. Cunningham, J. and Batten J. (2003, June). Intercultural video presentations in

The Language Teacher, 27(６). pp. 11-15.

４. Cunningham, J. and Carlton, W. (2003) A Class Project:Collaborative Newsletters.

In A. Barfield and M. Nix (Eds.), Autonomy You Ask, chapter ９ (pp. 113-126).

Toyko: The Learner Development Special Interest Group of the Japan Association

for Language Teaching.

５. Cunningham, J. (2003, December). A class project: Collaborative newsletters in

Speakeasy, 18(２). (pp. ２-７).

６. Cunningham, J. & Doyon, P. (2004, January)."Pilgrims in England: An experience

extraordinaire" in The Language Teacher. report. one page.

[海外研修]

Intensive ２-week teacher training course at Pilgrims, University of Kent, England.

Subject studied: ”Neuro Linguistic Programming for Teachers” taught by renowned

teacher trainer, Mario Rinvolucri. August, 2003.

[学会発表・参加]

１.“Class Newsletters: A Class Project”, presented with Wade Carlton on Nov. 23,

2003 at the annual conference of the Japan Association for Language Teaching in

Shizuoka, Japan.

2.“A Class Project: Collaborative Newsletters”on October 26th, 2003 at JALT Gunma

in Maebashi, Japan.

[その他]

Futabadai Elementary School, Mito, Japan: Invited Guest lecturer, June 25th and

November 12th, 2003.

○カールトン・ウェイド Wade Carlton (助教授・言語コミュニケーション論講座)

[論文・報告など]

１.“An Analysis of the Francis-Hunston Model for Spoken Discourse Analysis”, in������� �� ������������� (14) pp.73-80 , College of Humanities at Ibaraki

University. (2003年９月)

２ . “ A Class Project: Collaborative Newsletters ” (co-authored with Joyce

Cunningham), chapter ９ (pp.113-126) in �������� ��� ���, The Learner

Development Special Interest Group of the Japan Association for Language

Teaching. (2003)
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[学会発表等]

１.“Class Newsletters: A Class Project”, presented with Joyce Cunningham on Nov.

23, 2003 at the annual conference of the Japan Association for Language Teaching

in Shizuoka, Japan.

２.“Class Newsletters: A Class Project”, presented Feb. ８, 2004 to the Ibaraki

chapter of the Japan Association for Language Teaching in Hitachi, Ibaraki, Japan.

○ベッツ ロバート (Robert Betts) (外国人教師)

[論文・報告など]

Betts, R. (2003). Classroom management techniques. ��������������������������������������������������������������������������������, ７, pp23-27.

[学会発表等]

Betts, R. (2003). ����������������. Ibaraki Prefecture Summer Teacher Training

Seminar. Tomobe Educational Research Center.

[科研費および学長裁量経費等の助成金受領]

Nagai, N. , Fukuda, H., Betts, R., & MacLean, G. (2003). Exploiting the Space

Collaboration System (SCS) and CALL Technologies. Received a research grant.
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������������������������
Case Study: Freshmen's Motivation in English Classroom

上 田 敦 子

１. はじめに

教養教育としての外国語授業を担当する教員がまず直面する壁がある｡ クラスの中に ｢必ずしも

その教科に興味がない｣ ｢単位のために仕方なく履修している｣ 学生が少なくないことである｡

しかし, 大学での教養教育は外国語学習に不得意感・自信のなさ・不満を抱えたままの学生の視

点に変化をもたらすチャンスであるかもしれない｡

本稿においては, 筆者が実際に担当した学生達の英語学習に対する動機の様子を明らかにし, 実

際に授業を１年間 (または半年) 行ってみた上での彼らの態度の変化の様子を分析していく｡

２. 外国語学習の動機に関する理論的背景

２-１ 内発的動機, 外発的動機

70年代, Gardner and Lambert (1972) は外国語学習動機を ｢総合的動機 (Integrative

Motivation)｣ と ｢道具的動機 (Instrumental Motivation)｣ とに分けたモデルを提示し, 社会

心理学者, またバイリンガリズムを研究する学者らに支持された｡ しかし, 特にEFLの環境では

｢目標言語を話す社会の一員となりたい｣ という総合的動機は必ずしも高くないことがあるため,

この ｢総合的動機｣ が果たして全ての語学学習の成功につながるのか疑問視する声も出てきた｡

80年代に入り, Deci & Ryan (1985) が自己決定理論 (Self-Determination Theory) を主張

した｡ 学習者が学ぶことの喜びを取り上げた最初のモデルであり, また, 教育学的に授業との親密

性の高いモデルであると言えよう (D�rnyei, 2001)｡ 彼らは学ぶこと自体の喜びや, 達成感, 刺

激的体験につながる動機を ｢内発的動機 (Intrinsic motivation)｣ とし, 良い点や単位のため,

また叱られないために学ぶような動機を ｢外発的動機 (Extrinsic motivation)｣ とした｡ 外発的

動機は内発的動機よりも低く捉えられがちであるが, 充分に学習者の中で自己決定され, また自分

のものとして解釈されていれば, 外発的動機も内発的動機に繋げていける可能性はある｡ また, 外

発的動機と内発的動機は正反対に二分化されるものではなく, 内面化され, 自己決定される度合い

であり連続体である, ともDeci & Ryanは述べている｡

強い外発的な要求が内発的興味を妨げることがある, という研究もあるが, そうでない結果が出

ているものもある (D�rnyei, 2001)｡
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２-２ メタ認識ストラテジー

自らの学習を客観的に見る目をもつことは間接学習ストラテジーのひとつである (Oxford,

1990)｡ 学習者が自分の学習活動をきちんと評価し, 自己モニターすることは, 学習者が言語タス

ク, 活動, 技能, 材料に注意し, エネルギーを集中するのに役立つという｡ ｢なぜ英語を学習する

のか｣ を考え, 自らの学習方法を見直し, それぞれの関連性を見出すことは重要である｡

２-３ 学習歴の意義

民族言語学・社会言語学の研究者によれば, 過去の履修歴／学習歴を意識し, 影響を与えた事柄

を客観的に見ることは学習者にとって重要だという (Landry and Allard, 1992; Kondo, 1998)｡

Oxfordの具体的に上げられているストラテジーリストの中には, 学習歴を見直すことは含まれて

いないが, 上記のメタ認識ストラテジーの解釈を広げ, 自らの現在の学習を客観的にとらえるだけ

でなく, 過去の学習歴を見わたすことで現在の学習に良い影響を与えることが可能なのではないか

と筆者は考える｡

２-４ 自律的学習者へ

よりよい外国語学習者となるには自律的学習者であることが必要である｡ ｢自律的学習｣ を行う

学生は学習効果が高い (D�rnyei, 2001; Benson, 2000)｡ 実際に外国語学習は大学の教室内だけで

学ぶものではなく, 学習者の意識次第で今後いくらでも生涯学習につなげることができる｡ 大学在

学中に自律的学習者となっておくことは, その学習者にとって生涯有益となる｡ Ushioda (1996)

は ｢自律的学習者は動機的な学習者と言える｣ と述べており, 自律的に学習するには動機を高める

ことが必要であることを示唆している｡ 魚を与えるのではなく, 魚の捕り方を教えよ, とはよく言

われることだが, さらに言うならば, 自ら楽しんで魚を採るようにさせよ, ということであろう｡

３. 学生のプロフィール

３-１ アンケート

授業開始時のアンケートから, 学生達の様子がある程度把握できる｡ アンケート結果は調査者が

各コース開始時に行っているものを利用した｡ これは個々の学生を知ることが必要と考えて行って

いるもので, 集計・調査が前提にあるのではなかった１が, 結果を一部利用して, 学生の英語の授

業に対する構え, また, 自分自身の英語に対しての自己評価などを確認する｡ 実際のアンケートで

は, 特に英語学習に関係ない事柄に関する質問や, 自分のことを自由にアピールできるスペースな
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１学生を知ることが目的なので､ 英語に直接関係ない設問もある｡ ｢趣味はなんですか？｣ ｢最近

見ていいなと思ったおすすめの映画やテレビ番組はありますか？｣ ｢どんな音楽を聴きますか？｣

など｡



図１ 中学時代の英語授業のイメージ 図２ 高校時代の英語授業のイメージ

肯定的 35.0％

肯定的 9.2％

ニュートラル
29.2％

ニュートラ
ル 20.8％

否 定 的
70.0％

否 定 的
35.0％

無効 0.8％

どもとっている｡

対象：調査者が担当した英語３クラスの学生120名

(前期―後期：教育学部, 工学部, 後期のみ：農学部, 授業内容はどれも異なる)

１) 中学の時の英語の授業のイメージはどのようなものであったか｡

２) 高校の時の英語の授業のイメージはどのようなものであったか｡

これは自由回答方式であったため, 内容を読み, 肯定的な回答 (例： ｢楽しく学習できた｣, ｢や

る気まんまんだった｣, ｢先生が好きだったので興味を持てた｣ など) か, 否定的な回答 (例： ｢寝

る時間だったのでよく覚えていない｣, ｢内職｣, ｢とにかく受験のためだけのものでダルイ｣ など) ,

または単に内容を記した, 感情の入り込まないニュートラルな記述 (例： ｢教科書を調べて訳す｣

など) に分類した｡

この結果を見る限り, 中学の時は前向きに学習できていたが, 高校になって英語の授業に対して

背中を向けてゆく学生が増えたことが想像できる｡

また, この結果を以前同様の調査 (岡田・上田, 2003) を行った英語を専門としない専門学校１

年生と比較してみたところ, 中学での英語の授業に対するイメージは良いが, 高校での英語の授業

に対するイメージはむしろ茨城大学生の方が良くないということがわかった｡
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(参考：ある専門学校との比較)

表１ 中学時代・高校時代の英語の授業のイメージ

茨城大 専門学校

肯定的 35 � 26.4

中学時代 ニュートラル 29.2 � 30

否定的 35 � 43.6

高校時代

肯定的 9.2 � 12.7

ニュートラル 20.8 � 19.4

否定的 70 � 67.9 単位：％



図３ 英語は好きか嫌いか 図３ 英語は得意か不得意か
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１0％

好き
３％

次に, 英語そのものに対しての姿勢を質問する｡

３) 英語は得意か不得意か

４) 英語は好きか嫌いか

高校時代の授業に対してかなりネガティブな視線を投げかけつつも, 英語を学ぶことはそんなに

嫌いではない, という学生が４割程度いることがわかる｡ また, 実力を問われると自信のなさを表

す学生が約７割いることからも, 大して嫌いではないけれども高校時代は ｢やらされていた｣ 状態

であり, この状態で通用するのかどうか不安を持っている学生像が想像される｡

３-２平成15年度新入生対象のアンケート調査より

茨城大学では, 高大連携プロジェクトが中心となり, 平成15年度入学新入生を対象にアンケート

調査が行われている｡ 今回調査した学生の１学年上ではあるが, これも学生を知る上では参考にな

る資料と思われる｡ 全体の87％ほどが入試選抜を経て入学してくる新入生であることがわかるが,

このうち, アンケート結果をみると, 志望理由と学部・学科選択理由を問う設問に対して, ｢自分

のレベルに合っている｣ が40％以上, また ｢他大学受験に失敗して｣ という項目を選んだ学生が全

体で20％いる｡ これを受けて, 大辻 (2003) は ｢全体的に, 積極的に本学を志望して入学した学生

がどれくらいいるのか, という危惧がうまれる｣ と述べている｡

このことから本学に入学してくる以前にすでに失敗体験を味わった, または何らかの妥協的決断

をしなければならなかった学生が一部いるということが想像できる｡ であればなおさらのこと, 大

学で今までの失敗をひきずらないような学習経験をしていくことが学生の学習にとって大切なこと

であろう｡

以上のことから生まれる次の２つの疑問を基に論をすすめる｡
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４. 調査方法

上記の疑問を明らかにするために, 調査(おもに質的)を行うこととした｡

４-１ 事前調査

事前アンケートとして, 学生の全体像を把握する調査を行った｡ 詳細は２－１で述べているとお

りである｡

４-２ 質問紙による調査

学習歴などを問う質問紙を用意した (Appendix １参照)｡ 本来この質問祇は自分の学習歴を振

り返り, どんな時に自分がやる気を感じていたか, などを確認させるためにパイロット的に用意し

てみたワークシートである｡ この用紙には学生に学習ストラテジー, 特にメタ認識ストラテジーを

意識させるツールとして活用できないかというねらいがあった｡ 自分の今までの学習歴をふりかえ

ることで客観的に自分の学習をとらえる助けにならないか, という試みである｡

このワークシートには横軸に時間の経過が年齢という形で表してある｡ この経過に従い, ｢英語

学習に対する自分のやる気, 興味｣ と, ｢成績｣ を振り返り, グラフのように連続する曲線で表す

ように指示した｡ ｢動機｣ などという言葉を使用しなかったのは, 学生にとってわかりやすい言葉

で示す必要があったからである｡ 縦軸にはリカートスケール同様に, ｢ふつう｣ を真ん中に, ｢最高｣

から ｢最低｣ までの５段階の間で曲線が描けるように, 目盛りをつけておいた｡ 横軸は時間の経過

を表し, 目盛りに年齢を配した｡ これにより, ある時点でグラフを縦の軸で切り取ってみれば, そ

の時点での学生の ｢やる気, 興味｣ と ｢自己申告による成績｣ の程度がわかるという仕組みである｡

１) 過去の自分の学習を振り返り, 時間軸に従って ｢やる気, 興味｣ と ｢成績｣２ の２種類の

曲線を記入する｡ 高校・大学入学と現在の位置に印をつける｡

２) 特に印象に残っている事柄や大きな変化のあった部分についてのエピソードを記入する｡
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・受験勉強は学生の動機に影響を与えている可能性がある｡

もしそうであった場合, どのような影響を与えているだろうか｡

・今回のケースの場合, 大学での授業によって, 学生の動機にどのような変化をもたらすこ

とができただろうか｡

２学生のふだんからの発言を聞いていると､ ｢受験の時はもっとできたけど｣ ｢今はすごくバカに

なっちゃったから｣ などと現在の力をことさら低く評価するものが多かったので､ 単にモティベー

ションの変化をたどるだけでなく､ 彼等の自己評価を絡めてグラフの結果を分析したほうが何かが

発見できるのではと考えた｡



・このシートに記入する内容は成績にいっさい関係ないと学生は知らされている｡

・シート記入を含め, 協力するかしないかは自由とした｡

学生に調査に協力を依頼したところ, 約120名の対象者のうち, 回収数は87件であった｡ そのう

ち, 書き方の間違いなどで無効が２件があったため, 有効件数は85件となった｡３

４-３ 授業記録 (ジャーナル), 観察記録

通常の授業終了時に毎回, クラスに参加しての感想や疑問, 自分にとって有意義であったこと,

できるようになったこと４などを自由に書くシート (簡単なジャーナル) を用意している｡ これも

メタ認識を高める可能性のあるツールとして, また, 教員とのコミュニケーションを深めるツール

として活用しているもの５だが, このシートの記述の中から学生の意識の変容があらわれているも

のをピックアップし, 分析の資料として加えた｡

教員が授業の際にとっていた記録や, 授業内外での学生との会話も分析の参考にした｡

５. 結果

５-１ グラフの形に着目し分類

このような形式の質問紙の場合, どのように分析を行うか, 何に注目するかが重要なポイントで

あるが, 今回の分析ではおもに大学入学前から入学後のグラフの形状に注目した６｡ それまでの動

機が大学での言語学習体験を通じて, 何か変化がおきているかどうかを探るためである｡ 4-2で述

べているように, 受験勉強が彼らに影響を与えていたら, グラフに変化が出るだろうと考えた｡ す

ると, やる気・興味 (＝モティベーションと解釈) や成績 (自己評価) についての大きなピーク,

またボトムは大学受験である学生がいることがわかった｡ それも大学受験がピークになっている学

生がいる一方で, いちばんのボトムを示している学生もいる｡
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３予備調査との数に違いがあり､ 全体の数も多くはないので､ 数量的分析のみを目的に行う調査

であれば信頼性にやや疑問があることを認めなくてはならない｡ しかし､ 本稿では質的分析を中心

にしているため､ 集まった結果をそのまま分析することにする｡
４このシートはなるべくポジティブな事柄を書くように仕向けているが､ それでもたまにネガティ

ブな事柄ばかり書く学生がいる｡ その場合は教員側がつとめてポジティブなコメントをフィードバッ

クするようにしている｡ D�rnyei (2001) も肯定的に自己評価させることの重要性を述べている｡
５個々の学生の状態をある程度把握できるので､ 日頃より内容を調整したり､ 個別の対応をする

などしながら授業を進めるようにしている｡
６今回は大学入学前後を切り口としたが､ このワークシートの結果は全体のグラフの形を捉えて

分類する､ 動機と自己評価の関係を探るなど､ 他の違った軸を切り口にして分析する可能性を残し

ている｡



図５ やる気・興味の変化 図６ 成績 (自己評価) の変化
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そこで, 次に, 受験をひとつのポイントとして, 大学１年次の終わりまでの変化の形 (グラフ線

の上下) に注目し, それぞれ上昇, 不変, 下降の３パターンに区別した｡ それぞれの結果は, 図５,

６のグラフであり, ｢やる気・興味｣ と ｢成績 (自己評価)｣ のマトリックスは表２, 図７となる｡

やる気, 興味が上昇したと思っている学生は約半数いるが, 逆に成績 (実力) が伸びたと思ってい

る学生は少なく, むしろ下降したと感じている学生が多い｡

やる気が上昇しているグループと, 成績が下がっていると感じているグループには相関があるだ

ろうか｡ ２種類の視点 (やる気, 興味および成績) の変化を軸に９タイプのグループに分けてみた

(内訳は図７, 表２のとおり)｡

５-２ 学生の記述, 観察内容から

5-1で述べたとおり９つのカテゴリーに分類した上で, 以下に学生たちの主な記述等を原文そのま

まに示す｡
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表２ やる気・興味と成績 (自己評価) の変化 図７

やる気・興味
Ⅰ(上昇) Ⅱ(不変) Ⅲ(下降) total

成
績

(

自
己
評
価)

Ａ (上
昇)

11 2 0 13

12.9％ 2.4％ 0.0％ 15.3％

Ｂ (不
変)

14 9 7 30

16.5％ 10.6％ 8.2 35.3％

Ｃ (下
降)

14 10 18 42

16.5％ 11.8％ 21.2％ 49.4％

total
39 21 25 85

45.9％ 24.7％ 29.4％ 100％

(％)



【グ】…グラフに添えられた記述, 【記】…自由記述, 【ジ】…ジャーナルより,

カッコ内は観察者 (＝調査者) の追加, 補足

グループⅠA：N＝11, やる気・興味�, 成績 (自己評価) �
学生01:

中学までは成績が良かったけど, 高校でどんどん成績が悪くなった｡ 【グ】大学入試では, 英語がセンター

だけで済んだからなんとかなった｡ 英語だけはなるべくやりたくないままだったけれど, 大学に入って授業

がぜんぜん違う感じだったので, 気持ちを変えてがんばれた｡ 【ジ】

学生02:

私は基本的に英語が苦手だったけれど, この授業はとても楽しかったです｡ (中略) 英語, というとどうし

ても勉強というイメージが浮かんでしまいますがそれだけではなく, 実用的なものが多く, 日常生活でもで

きるのでは, と思えるようになりました｡ 【記】

学生03:

自分から英語を勉強するってことが少しずつだけどできるようになり苦手意識はまだあるけど (これは自分

が悪いんですケド…) 興味がすごくでてきました｡ 【記】

学生04:

私は高校の時すごく英語が苦手で, 話すのも得意じゃなくて, 授業中に音読させられたりするのがすごくイ

ヤで, 受験の時も仕方ないと思っていたけど, 大学に入って, この授業を受けて, いろんな人に会って, 自

分に余裕がでたというか, 受験勉強の英語じゃなくて, 使える英語を学んでみたいと思えるようになりまし

た｡ だから英語に対する見方も激変して, いい１年だったと思います｡ 【記】

学生05:

英語というと, 中学から高校, そして大学入試と年をおうごとに文法とか文型だとか, かたくるしくなり,

受験以外に役に立つのかしらと思うような丸暗記ばかりで, とても苦手意識が生まれてきてしまっていまし

た｡ けれど, この授業ではそんなに息苦しいことは言わないのに内容は充実していたし, 自分のペースで自

分の好きな本を読めてとても楽しかったです｡ 英語が面白かった, あの若かりし頃 (この学生は小学生の時

に児童英語教室に通っていた) を思い出しました｡ 【記】

学生06:

とった授業がおもしろく, 興味を持てた｡ 【グ】 (この学生は最後の発表準備のために何度も研究室を訪れ

ていた)

グループⅠB：N＝14, やる気・興味�, 成績 (自己評価) �
学生07:

大学に上がって, 社会に出たら英語が必要と痛感したため｡ 【グ】 (この学生は普段から前向きで, 課題の

際にも自分の興味と英語学習を上手に結びつけた内容のものを出していた｡)
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学生08:

高校になってからホント急激に英語の成績がおちた…｡ 成績はそれから変わらないけど, 大学の英語で少し

英語に興味をもち始めつつある｡ 【記】

学生09:

大学に入ってすこし楽しくなる｡ 【グ】苦手だったけど, この授業のおかげで英語の見方がかわったように

思う｡ 【ジ】

学生10:

中学時代の２年生の先生がとても合わなくて, 英語が嫌いになってしまいました｡ 【グ】 (この学生の描い

たグラフでは, 大学入学からやる気が上昇している)

学生11:

受験が近づくにつれて, うんざりしていった｡ 今は興味の範囲で英語が勉強できて楽しい｡ 英語の成績はこ

こまでずっと中の上ってカンジでした｡ 特に浮き沈みはなかったです｡ 【グ】

小５の頃, 英語を始めて楽しかった時の気持ちを思いだした１年でした｡ 高校の時はそれなりに英語を楽し

んでたつもりだったけど, 今思えば受験勉強に苦痛だった気がします｡ やる気も下降してました…｡ 【記】

学生12:

高校のときはかわされた本を沢山よまされましたが, どうも (何を読んでいたか) 曖昧です｡ この１年で沢

山本をよみましたが, 自分のきょうみのあるものをよめてよかったと思います｡ 【記】

学生13:

センター試験で点数がとれない｡ この授業に出会って英語が好きになった｡ (文法とか分からないけど)

【グ】

グループⅠC： N＝14, やる気・興味�, 成績 (自己評価) �
学生14:

(受験期を指して) 受験英語を経験するたびにきらいになっていった｡ 【記】

学生15:

成績：受験で少しがんばった｡ やる気：ひさしぶりに英語に興味がもてた｡ 【グ】

学生16:

成績：16歳, たぶん英語最盛期｡ 奇跡的に英検２級に受かる｡ この頃をさかいに英語の能力は低下してった

ように思われます｡ 【グ】

この授業を受けて, 英語で書かれた本を読む楽しさを再確認しました｡ 高校の時, 私は長文の問題を解きた

かったのに, 先生から ｢文法が弱いから, 文法の方をちゃんとやりなさい｣ と言われて… (中略) (今は)
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英語の本を読むクセが少しずつついてきたりもしています｡ 【記】

学生17:

受験までは単語の暗記や文法の暗記などやらされているという意識があった｡ (中略) 学力低下は子どもた

ちの学ぶことの興味の低下が一番 (の原因) だと私は考えています｡ 【記】

学生18:

大学に入って英語の授業に不安を感じていたのを一気にふきとばしてくれるような授業でした｡ 【記】

学生19:

この先どーしても英語が必要となっていくためトイックの勉強を最近はじめました｡ とりあえず英語は好き

だし (できないけど) 海外も行きたいのでこれからもがんばります【記】 (この学生は成績のグラフを下降

線で描いたが, ｢今後の希望｣ として, 上向きの矢印を描き加えている｡)

学生20:

受験英語が大嫌いだった｡ (大学入学以降) ちょっと英語が好きになった｡ 【グ】

学生21:

受験の時に単語覚えるのが嫌で, とても嫌いになった｡ 成績は, 受験勉強でちょっと上がった｡ 大学に入っ

て, それほど英語がムズカシくなく, ちょっとうれしかった｡ 【記】

グループⅡA： N＝2, やる気・興味→, 成績 (自己評価) �
学生22:

この授業を受けるまでは英語の本を読むことに関して少し劣等感のようなものを抱いていました｡

(中略) この授業でいろいろな技術を身につけることができたような気がします｡ 【記】

学生23:

今まではお決まりの受験英語をやってきて, 小難しい文法とかやってきたけど, この授業は自分から積極的

に英語に関わっていけたので, 今までと違う英語の楽しみ方をディスカバできました｡ 【記】

グループⅡＢ： N＝9, やる気・興味→, 成績 (自己評価) �
学生24:

中三のとき京都に修学旅行に行って, 外国の方とお話をしました｡ このとき, すごく楽しくて, 話せたこと

がうれしくて, 英語はすばらしいなあと思いました｡ 興味はずーっとあります｡ 英語の成績が上がったのは,

高校に入ってからです｡ (その) 先生がわかりやすく説明してくれてよかったです｡ 【記】

学生25:

(高校時代のやる気が上昇した時期を指して) 文法の先生の教え方がうまかったから【グ】
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グループⅡC： N＝10, やる気・興味→, 成績 (自己評価) �
学生26:

やる気はずっとそこそこあります！【グ】

学生27:

(やる気が上昇した時期を指して) 予備校ですごい先生と出会う【グ】

学生28:

(やる気が急上昇した箇所を指して) Will SmithのMIB７に影響された｡ 【グ】

(この学生は実力のグラフは受験の度に山をつくっているが, やる気は一旦上昇して以来, 下降していない｡)

学生29:

絶対前よりできなくなっていると思うけど, 今まではできなかった一つの言語として英語を楽しむことがで

きるようになったと思う｡ 受験英語より大切なことだと思う｡ 【記】

学生30:

受験でがんばったけど, 合格してからやらなくなって, できなくなった｡ 【グ】

グループⅢB： N＝7, やる気・興味�, 成績 (自己評価) �
学生31:

通いで朝イチの授業にでるのがきつい｡ 【グ】

学生32:

英語は好きだけど, 音楽の授業の方が好き｡ 【グ】

グループⅢC：N＝7, やる気・興味�, 成績 (自己評価) �
学生33:

(グラフの山を指して) センター試験＆先生が良かった【グ】

学生34:

親に無理矢理英語教室に通わされて大っ嫌いだった｡ 高校入学して成績低下とともにやる気も低下｡ センター

で自己最高点｡ これがピーク｡ 【グ】

学生35：

いままでは使えない英語をやってきた気がする｡ 高校でもオーラル殆どナシ, しゃべろうと思ってもムリ｡
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英語で話しかけられると固まります｡ 【ジ】

６. 分析

６-１ 各記述の分析

ⅠA, ⅠB, ⅠC

このグループにおいて特徴的なのは, 英語を自分から学ぶ楽しさがわかった, とはっきり書く学

生が多いことである｡ これはあきらかに内発的動機が高まっているあらわれである｡ また, 自分の

学習したい英語学習の姿が具体的に見えてきている, とも言える｡ ｢自分の興味に応じて｣ 学習で

きる, 自律的学習者に近づいているのであろう｡

特にⅠAのグループにおいては, やる気も成績も高校まであまりよくなかった, と自己評価して

いた学生が多い｡ また, Ⅰ全体として, 受験時にやる気が下がっていた学生がほとんどである｡

ⅡA

このカテゴリーに入っている学生２人はⅡ (モティベーション変化なし) ではあるが, 実は２人

とも“最高”のレベルから落ちていないがためにⅡとなっている｡ 高校, それ以前から変わらず英

語に対して十分なモティベーションを持ち, それを保ち続けているグループといえる｡

ⅡB

以前からあまり変化がないグループ｡ しかし記述を読んでみるとわかるように, すでに何らかの

｢良い言語学習体験｣ をしていて, 受験や授業などで今更影響を受けない程度の ｢自分なりの学習

スタイル｣ や ｢自分なりの学習に対する構え｣ を確立していることがうかがえる学生が何人かいる｡

ⅡC

やる気は変化なしだが, 実力は落ちてきていると感じているグループ｡

ⅢB

成績 (実力) はあまり変化がないが, やる気が落ちていることを自認しているグループ｡

記述から, 大学に入学して１年経ち, 自分の専門科目 (音楽など) を意識しはじめていることが

うかがえる｡ 特に英語に対してネガティブな印象が生まれたわけではないようだ｡

ⅢC

このグループの大きな特徴は, グラフの形に現れている｡ 今回の分析で注目しているポイント

(大学入学前～入学後１年) はグループ分けでわかるとおりやる気も成績も右下がりになっている

が, グラフ全体の形を見てみると, 高校受験・大学受験の時に成績・やる気ともピークを迎え, 鋭

角な２つの山ができている｡ また, やる気と成績の線の形に, 大きな違いがない｡ 18人中14人にこ

の形が現れている｡ また, やる気よりも成績の方が上まわっていることが多い｡ 当然のことながら,

グラフに関する記述も, 受験がらみの内容が多い｡

この14人のグラフにはDeci & Ryanの主張する ｢外発的動機｣ の高まりとその後の様子が示さ

れているといってよい｡ 外発的動機によって一時的に高まったやる気が, 動機の基となる事柄が終
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わっていとも簡単にさめていってしまう様子が学生達の手によって描かれている｡

彼らの内面で何がおきていたか, を推察してみる｡

１) 受験勉強でいい点をとっていたこと (＝成績) が, 彼らの動機に直結していたのではないだろ

うか｡ しかし, 大学ではあまり (皆無ではないが) 受験勉強ほどには全てが点数化されることは

ない｡ テストも高校の頃ほど頻繁には行われない｡ (特に, 筆者のクラスの１つではレポートと

プレゼンテーションを評価対象とし, テストを行っていなかった｡) その結果自分の実力が評価

されない, 自分の力を試す場所がない, と感じたのかもしれない｡

２) 大学での教え方のスタイルの違い (Ⅰの学生たちはそれがむしろ良い結果となっていた) に戸

惑い, 適応できなかった｡ また, 今までやってきた受験勉強が通用しない場面に遭遇し (｢使え

る｣ 英語ではないと判断してしまい) やる気を失っていった｡

このような学生に対し, 小テストを頻繁に行う, TOEICや英検といった資格試験をすすめる,

という方法もあったと思う｡ ２-１でも触れているように, 外発的動機をレベルの高いものにして

自己決定を促していくことは可能であるはずだからだ｡

７. 結果

３章の末で掲げた疑問に対して, 今回のケースにおいては以下の事柄が言える可能性が高い｡

・受験勉強は学生の動機に影響を与えている可能性があるか｡

もしそうであった場合, どのような影響を与えているだろうか｡

１) 大学受験の影響を大きく受けているグループと, そうでないグループがある｡

特に, ２) で述べる受験勉強中心に動機を持っていた学生は, 入学以降大きくやる気が落ちるよ

うだ｡

２) 大学受験のみ大きく動機が上がっていた学生は, 受験が終わると動機はすぐに下がり, 自己評

価も低くなってしまう｡ これは彼らが外発的動機のみを持っていたか, 外発的動機がとても強かっ

たためと推察される｡

・今回のケースの場合, 大学での授業によって, 学生の動機にどのような変化をもたらすことがで

きただろうか｡

３) 授業に啓発されて内発的動機を高めることができた学生も多い｡ また, それ以前に内発的動機

を高まる体験をしてきている学生は, 授業と相乗効果を感じることもあるようだ｡

４) 大学受験や高校までの内容で英語の授業に対して動機が下がっていた学生も, 大学で大きく動

機を高め, 自律的学習者となることができる｡ それには高校までと全く違う視点, または自分の

興味を刺激する内容を与えられることが大きく影響している｡

５) 大学受験以外に強く内発的動機を持っていた学生や, 印象的な体験をしてきている学生は, 大

学受験だけに左右されず, その後も学習に意欲的である｡
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６) １年生終了時においては, 動機と自己評価における実力は, 必ずしも一致していなかった｡ し

かし, 内発的動機が高まり自律的学習者になっていく学生たちは近い将来実力も伴ってくるはず

である｡

８. その他の考察

８-１ 受験勉強を有意義なものとするには

今回の調査では, 受験勉強時に集中的にやる気を見いだしていた学生のほうが大学に入ってから

動機が下がるケースが多いという結果となった｡ この原因の推察は6で述べたが, この問題を解消

するにはどのような方法があるだろうか｡ 内発的動機を高める方向に導きたい｡

本来は, 受験勉強イコール役に立たないもの, テクニックによる点取りゲーム, ではないはずだ｡

あたりまえのことだが, 高校での文法中心の英語と, 大学に入ってから触れる英語ではアプローチ

が違うだけで, 決して違う言語ではない｡ 学生の中で (受験も含め) 学習してきたことに意義があ

り, 今後の英語学習に充分に活用できる, と彼らの中で内面化することができれば, 彼らの動機も

内発的動機に近づいていくのではないかと思われる｡

８-２ 調査方法・記述式質問紙の問題点

モティベーションの高い学生は饒舌となり, 自分の体験やエピソードを詳細にまた生き生きと語っ

てくれた｡ 分析以前に, 詳細に色分けして記述する, 語る, などの様子そのものから熱さの伝わっ

てくるものもあり, すでに彼らが内発的動機を得た学習者であることが判断できてしまうほどであっ

た｡ その一方で, 特にカテゴリーⅢA～ⅢＣの分類される学生は関わりたくない気持ちが強いため

か, 積極的にコミットしようとしない｡ そのために, かれらの内部で何が起こっているかを知る手

がかりはとても少なかった｡

学習動機の下がった, または低いままの学生の不満もより具体的につかんでいくことが今後の課

題と思われる｡ 動機が下がった学生により詳しくインタビューを試みることで明らかにすることが

可能ではあるが, インタビューに協力する学生の数はあまり期待できないし, 調査者が授業を担当

した教員である以上調査者が直接学生にインタビューしたのでは本音は決して出てこないため, 何

らかの工夫をする必要がある｡

また, 今回の質問紙では学生に理解しやすいようにグラフを描かせる際に ｢成績｣ という言葉を

使ったが, ｢実力｣ としたら, 回答に違いが出たかもしれない｡ 用語の選び方を慎重にすべきであっ

た｡

８-３ ワークシートの活用方法

上記の反省も踏まえ, このワークシートを精錬し, 活用・運用方法をもっと工夫することで, 学

生が客観的に自らの学習を考えるツールとなり得るのではないかと思う｡ 特に, 19の学生からは貴
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重な示唆を得た｡ 単に過去を振り返るだけでなく, 未来に向けた視点―彼がみずから書き込んだよ

うに, ｢将来の希望｣ まで―を意識させる工夫を加えることが必要であると感じた｡

８-４ 授業の改善

授業での指導で約半数の学生の動機を上げることはできたようだったが, 全員の興味を引き出す

には至らなかった｡ 教員の力・工夫不足であったと反省している｡ より多くの学生の動機を上げる

ためにはどのような努力が必要であろうか｡ Betts(2002) が指摘するように, モティベーションを

クラスでの具体的な活動にどれだけ結びつけていけるかを考えていくことが現場の教員にとって役

に立つ研究となると思われる｡ 本稿では担当した３種類のクラスの授業内容が違ったために授業で

の具体的な内容やストラテジーに関してはほとんど触れなかったが, どのような活動が学生の動機

に繋がったかを詳しく調べ, アクション・リサーチを行う必要があるだろう｡
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が
来

て
い

た
､

家
族

で
海

外
旅

行
を

し
た

､
海

外
の

ド
ラ

マ
に

ハ
マ

っ
た

､
な

ど

５
)

こ
の

結
果

を
も

と
に

､
さ

ら
に

詳
し

く
お

話
を

う
か

が
う

こ
と

は
可

能
で

す
か

？
→

は
い

い
い

え
(上

田
の

研
究

室
で

30
分

程
お

話
を

伺
う

と
い

う
も

の
で

す
｡)

↓
は

い
､

と
答

え
た

方
へ

２
～

４
月

中
旬

の
間

で
､

ご
協

力
い

た
だ

け
る

時
期

と
ご

連
絡

先
を

教
え

て
く

だ
さ

い
｡

ど
う

も
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

｡
上

田
敦

子

����� こ
れ

は
あ

な
た

の
成

績
に

一
切

関
係

あ
り

ま
せ

ん
｡

い
ま

ま
で

の
あ

な
た

の
英

語
学

習
経

験
を

ふ
り

か
え

っ
て

み
て

く
だ

さ
い

｡
お
名
前
：

最
高

ふ
つ

う

最
低

０
１

２
３

４
５

６
７

８
９

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
年

齢
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