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要旨  

本稿は、ヴァレリアン・ポストフスキーによって 1970 年代に提唱されたコンプリヘンション・アプロ

ーチという外国語教授法の日米両国における受容・影響調査についての論考である。聴解系メソ

ッドの一つに分類される本アプローチは、発表当初こそ我が国でも特に英語教育関係者の間で

脚光を浴びたが、本アプローチが特殊な外国語学習環境での実験に基づくものであったことから

一般的な教室での適用の可否等の疑問が解決されぬまま、普及することなくいつしか忘れ去られ

た存在となっていったという経緯がある。実施した調査は文献調査及び米国現地調査であるが、

両調査を通じて一般的な外国語教室での導入は妥当ではないとの考察が得られた一方で、現

在の ICT 等を活用した環境下であれば本アプローチに基づく効果的なプログラムの提供も可能な

のではないかとの期待も生じた結果となった。  
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Abstract 

This study investigates the acceptance and impact of the foreign language 

teaching method called Postovsky’s comprehension approach in Japan and the 

United States.  My research methods consisted of literature and field surveys. The 

examination of survey data suggests that it is not appropriate to conduct foreign 

language instruction using the Postovsky’s comprehension approach in general 

classroom settings. On the other hand, this approach may be more useful i f 

introduced in a foreign language education environment which uses the Information 

and Communication Technology (ICT).  
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Postovsky, history of foreign language teaching methods  

 

1. はじめに 

1970 年代のアメリカでは、1950 年代から 1960 年代に一世を風靡した指導法であ

るオーディオリンガル・メソッド（Audiolingual Method）への批判を背景に言語習得に

関する研究が盛んに行われ、様々なメソッドやアプローチが提唱された。本稿で取り

上げるヴァレリアン・ポストフスキー（Valerian A. Postovsky，以下ポストフスキー）提唱

の所謂コンプリヘンション・アプローチ（Comprehension Approach）もその一つである。

コンプリヘンション・アプローチは聴解優先アプローチとも称されている。発表後にある

程度注目を集め、他のメソッドやアプローチの誕生にも影響を与えた（伊藤 1984：

128）と見られている。しかし、現在は第二言語教授法史の中でその名を見ることはあ

っても、第二言語教育関係者にさえあまり知られていないアプローチであるのが現状

であろう。現在では本アプローチは完全に過去の遺物扱いされており、現状に至る要

因や経緯等は不明である。  

本研究は、ポストフスキーがコンプリヘンション・アプローチを発表した後、本国であ

る米国及び日本でどのように受け止められ、その後どのような経緯を経て現状に至っ

たのかを文献及び当時の関係者の証言等からその背景を探ること、また、背景から

定着に至らなかった要因を抽出・整理・分析して明らかにすることを目的とする。更に

旧来の教室での外国語教育に加 え、情報通信技術 （ ICT: Information and 

Communication Technology）を利用した外国語教材や学習システムが、様々なニー

ズを持ち様々な環境下の人々の外国語学習をサポートしている現在の学習環境に

おいて、コンプリヘンション・アプローチが導入可能であるのかを検討するものである。  

 

2. コンプリヘンション・アプローチに関する文献の概要  

2.1 ポストフスキーによる実証研究  

ポストフスキーは、自身の論文“Effects of Delay in Oral Practice at the Beginning 

of Second Language Learning” の中で、コンプリヘンション・アプローチ開発の動機

にもなるオーディオリンガル・メソッドの弊害について指摘している。第一に、「オーディ

オリンガル」・メソッドと言いながら、「耳」による部分に対しては極めて表面的な解釈し

かされておらず、「口」の部分がより強調されている点である。談話の断片を理解する

ことは、同じ断片を産出する前に必要であることが十分に認識されるべきであると主

張している。第二に、学生達が相互に積極的に発話するオーディオリンガル・メソッド
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によるクラスでは、学生達が教師の発話よりも彼ら自身の発話を多く聞くことになり、

彼らが処理する聴覚インプットが、初級の学生の発話に特有の歪みに満ちた教室方

言 2になってしまう点である。この弊害により、集中的な外国語学習の成果により学生

間ではかなり流暢にコミュニケーションをとっているように見えても、彼らがネイティブス

ピーカーの言うことを理解するのに著しい困難を覚えている等の現象が生じているこ

とを指摘している（Postovsky 1974:231）。オーディオリンガル・メソッドによるこれらの

デメリットを払拭し、外国語習得過程における苦労をより小さくしつつ、より生産的なも

のにしたいとの願いから、ポストフスキーはコンプリヘンション・アプローチの開発を志

したのであろう。 

ここでコンプリヘンション・アプローチの中身をより深く具体的に理解するために、ポ

ストフスキーの実験授業について詳細に記す。“Effects of Delay in Oral Practice at 

the Beginning of Second Language Learning” によると、ポストフスキーは国防総省

外国語学校（Defense Language Institute, 以下 DLI）での実験手順の正当性を担

保し、サンプルサイズを増やすために 2 つの連続した実験を行っている。最初の実験

は 1969 年 9 月 9 日から 1969 年 11 月 28 日の 12 週間、最初の実験の完全なレプ

リカである 2 回目の実験は 1970 年 1 月 9 日から 4 月 3 日までの同じく 12 週間で行

われた。 

9 月開始の実験には 62 名の学生達が 31 組のペアにマッチングされ、ランダムに

実験群と統制群に分けられた。1月開始の実験では 30組のペアが形成された結果、

サンプル総数は 61 組ということになった。つまり、実験群（Es）の 61 名の被験者が、

統制群（Cs）の 61 名の被験者と競う環境が形成された。各クラスに対して行われた実

験のデザインは図 1 のとおりである。 

図 1 のとおり、各実験の継続期間は 12 週間であったが、被験者達が実験処遇を

受けていたのは最初の 4 週間のみである。実験群、統制群ともに実験を通じて同じ

教師（計 10 名）から同一の指導サイクルに従い、毎日 6 時間授業を受けた。両グル 

ープとも同じ教師から指導を受けさせたのは「教師という変数」による差異を排除する

ためであり、唯一の違いは指導方法のみであった。この研究の被験者は DLI の語学

訓練に志願し、ロシア語学習に割り当てられた軍人であり、全員が英語のネイティブ  

                                                        
2 論文中でポストフスキーは classroom dialect という用語を使用しているが、状況を考察するとこ

れは所謂「外国人訛り」に該当するものと推測される。  
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処遇  

週  実験群（Es）  統制群（Cs）  

1 

2 

3 

4 

オーラル・プラクティス無し  

 

 

 

集中的な  

オーラル・プラクティス  

5            移行  

6            統合  

6 週間後理解度テスト  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

通常のロシア語プログラム  

 

通常のロシア語プログラム  

12 週間後理解度テスト  

図 1 ポストフスキーの実験デザイン  

 

スピーカーでアメリカ合衆国の様々な地域から来た者達であった。大部分が 18 歳か

ら 24 歳までの年齢層の中にあり、学歴は高卒から 6 年制カレッジ卒まで様々であっ

た。比較対象者のマッチングは事前に得られた陸軍語学適性テスト（ALAT: Army 

Language Aptitude Test ）及びオーティス・レノン知能テスト（Otis-L: Otis-Lennon 

Intelligence Test）の点数に基づいてなされた。年齢、学歴、外国語（スラブ系言語以

外）の学習歴はマッチングの追加基準として使用された。ランダムに決定した数字は、

各ペアから抽出された学生が実験群か統制群のどちらのメンバーになるかを決定す

るために使用された。 

実験群は指導の初日から文字体系（キリル文字アルファベット）が指導された。ロ

シア語の音声と文字を結びつけるために、学生達にはアルファベットの指導と並行し

て最初の 3 日間に発音練習もある程度行われたが、速やかにその後、4 週目の終わ

りまで全ての学生の回答はディクテーション練習等文字を書くことでなされることとな

った。一方の統制群は最初から DLI の通常のロシア語プログラムに準拠し、習慣形

成ドリルと口頭練習に重きを置いた指導が行われた。これは基本的にはオーディオリ

ンガル・メソッドによる指導である。実験群とは対照的に、パターンドリルのセッションに

入る前に短い文法説明が行われ、キリル文字のアルファベットは指導の最初の 3 日

間は与えられなかった。表 1 及び 2 は、実験開始から 6 週間後及び 12 週間後の被

同等に聴解を重視  
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験者達のテストの平均点を示したものである。  

 

表 1 6 週間終了時点の平 均点  

クラス 条件  聞く 話す 読む 書く 

9 月  

（31→28 名に減少） 

実験  28.78 48.64 35.89 87.03 

統制  28.50 44.92 34.32 81.07 

1 月  

（30→27 名に減少） 

実験  31.33 47.15 36.75 87.37 

統制  29.96 45.33 35.15 82.67 

 

表 2 12 週間終了時点の平均点  

クラス 条件  聞く 話す 読む 書く 

9 月  

（28→25 名に減少） 

実験  24.64 48.56 31.92 81.20 

統制  23.20 44.84 31.68 77.44 

1 月  

（27→24 名に減少） 

実験  26.66 49.92 33.08 79.92 

統制  23.66 48.38 32.79 78.67 

 

平均点を示した上記の 2 つの表を見ると、全ての評価基準において実験群が統

制群を上回っているのがわかる。実験群と統制群はそれぞれ 9 月と 1 月に違いがな

いという検証を行った上で、9 月と 1 月の人数を合わせて実験群と統制群の差につ

いて検定を行ったところ、統計的に有意な差は P<.01（有意水準 1%）で 6 週間終了

時点のみに見られたとのことである。一方の 12 週間終了時点は、全体的に統計上の

有意差は見られなかったが、実験群の「聞く」能力は P<.008（有意水準 0.8%）レベル

で明らかに統制群を上回っていたと論文には記されている。一方、6 週間終了時点

において両群間で顕著な差が見られたのが「話す」、「読む」及び「書く」であったこと

が挙げられている。「読む」及び「書く」能力において差が見られたことは、実験群がこ

れらのスキルを伸ばす訓練を多く受けていたことから驚くことではないが、「話す」能力

に差が出たことは興味深いことであるとポストフスキーは述べている。この点について、

ポストフスキーは更に「話す」の得点の構成要素（模倣、音読、質問への回答、自由

な語り、文法のコントロール、語彙のコントロール、流暢さ）別に分析し、両群の差に

最も貢献したのは「文法のコントロール」及び「音読」の 2 要素であったとことを明らか

にした。以上の実験結果より、ポストフスキーは以下の結論を導きだしている
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（Postovsky 1974:238）。 

 ①ロシア語の学習においては、指導の初期段階では口頭練習を遅らせること

で成人の学生はより包括的な言語技量を身につけることが可能となる。それ

には、口頭練習の前段階期間は聴解トレーニング、及び話し言葉によるイ

ンプットを書き取る練習に集中するのがよい。  

 ②話し言葉によるインプットを書き取る練習をすることで、「書く」から「話す」へ

の高度な正の転移が起こる。  

 ③学習の初期段階で、話し言葉によるインプットの書き取り練習と、口頭練習

を同じドリル教材を使った場合で比較すると、書き取り練習をした方がより文

法のコントロールができるようになる。  

 ④集中的な発音練習に先立って行われる文字体系（キリル文字アルファベッ

ト）の指導は、逆の順（音声→文字）で行われた場合に通常起きる文字によ

る干渉ほど大きくはならない。  

また、このサンプルが多くの点でカレッジの学生の一般的な集団を代表したもので

あることを示しているため、本研究で発見し結論として述べることはより一般的に適用

可能なものといえる、とも彼は結論の中で述べている（Postovsky 1974:238）。 

次に、ポストフスキーが DLI における研究プロジェクトの一環として 1974 年に行っ

た実証試験について触れる。こちらは同じく彼の論文である“The Priority of Aural 

Comprehension in the Language Acquisition Process”の内容を抜粋して概要を説明

する。こちらの実験は、テレビ指導ユニットという上記実験の実験群に対して行われた

指導の有効性を判定するために実施されたものである。テレビ指導ユニットとは、テレ

ビ画面を 4 分割して複数の絵を同時に映写し（各 15 秒から 20 秒）、学生はその中

でスピーカーから流れる音声の内容と合致した絵を選択して解答用紙にチェックを入

れるというものである。通常の DLI ロシア語コースに参加する 2 週間前の 2 つの学生

グループに対して 3 日間ずつ行われた。11 人の被験者による最初のグループへの実

験は 1974 年 9 月に実施された。11 人の中でロシア語学習歴があった者は皆無で、

年齢範囲は 18 歳から 24 歳、学歴は高卒からカレッジ卒ということで、被験者達のバ

ックグラウンドは前述の実験とほぼ同じであった。3 日間のプログラムでは、1 日あたり

4 つのテレビ指導ユニットが行われ、被験者達は 3 日間終了時点で最大 6 時間のロ

シア語聴解トレーニングを受けたことになった。プログラムでは 2 つのユニットが終わる

毎に短い記憶テストが行われた他、更にプログラム終了後 18 時間経過時（プログラ

ム開始後 4 日目）及びその 10 日後（プログラム開始後 14 日目）にも記憶テストが行
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われた。テスト内容はプログラム中に提示された語彙や文法事項が網羅されたもので

あり、通常の発話スピードでテープに録音されたロシア語のセンテンスを聴き、その英

訳を書くというものであった。終了後 18 時間経過時とその 10 日後の 11 名の学生に

よる記憶テストの平均値はそれぞれ 98.18、98.20 であった。間隔をおいた 2 度の記

憶レベルに差が見られなかったのは、被験者達が 10 日後に再び既習事項の記憶テ

ストが行われることが通知されていたことに起因すると推測されたため、2 回目の被験

者達（12 名）には 10 日後にポストテストが実施されることは事前通告せず、更にテス

ト項目の順序の入れ替えも行われた。2 回目の被験者達の記憶テストの平均値は

94.45（終了後 18 時間経過時）、95.67（1 回目テストの 10 日後）であった。2 回の結

果から見えてくるのが、2 回とも実験結果はほぼ一致しており、両グループともに記憶

テストにおいて高得点を獲得し、終了後約 10日が経過しても認知された知識が保持

されていたという現象である。ポストフスキーはこの研究の最も興味深い側面としてこ

の認知された知識の安定性を挙げている。10 日の間隔をあけることで知識のある程

度の喪失が予想されていたにもかかわらず、それが起こらなかったのである。これは学

生達からのフィードバックによれば、教材を繰り返し行ったこと、そして教材では実生

活で馴染みのある事物が絵で提示されていたため、実生活で同じ事物に遭遇した時

にそれらに関連するロシア語の発話を思い出すきっかけになったこと等があったとポス

トフスキーは述べている。これらの実験の結果等から、ポストフスキーはコンプリヘンシ

ョン・アプローチにはある程度の効果があると考え、以降 DLI においてコンプリヘンシ

ョン・アプローチに基づいたプログラムの開発及び推進を担っていくことになる。  

 

2.2 DLI におけるコンプリヘンション・アプローチによる教材  

コンプリヘンション・アプローチに基づいたポストフスキー開発による新たな“Aural 

Comprehension Course” は、DLI において 1974 年に開始されている（資料 2）。プロ

グラムの前半については“Russian Basic Course” も同じ内容が採用されていたことか

ら、一時期 Russian Department ではコンプリヘンション・アプローチが全面的に導入

されていたと見ることができる。当該“Aural Comprehension Course” のコース期間は

3 か月で、最初の段階で発音及び文字体系の指導を行い、その後 6 週間は口頭練

習を行わず聴解のトレーニングに専念するものであった。聴解トレーニングは、前述の

テレビ指導ユニット等を用いて行っている。 

上述の実証実験と異なる点は、実験の際は 4 週間に設定されていた口頭練習を

しない期間が 6 週間に延長されていること、及び実験では 4 週間経過後実験群が通
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常のロシア語基礎コースに合流していたのに対し、こちらは「オーラルコンプリヘンショ

ンコース」の名称が示すとおり、口頭練習も行うとは言え引き続き聴解中心のプログラ

ムが実施された点であろう。全 11 巻作成されたというオーラルコンプリヘンションコー

スの教科書であるが、残念ながら現地調査では第 1 巻しか入手出来なかった3。その

ため、オーラルコンプリヘンションコースのプログラム全体像については不明である。し

かし、ポストフスキーによる研究成果の集大成として位置づけられ得る教材であると推

測される。 

 

2.3 コンプリヘンション・アプローチのアメリカにおける影響  

伊藤（1984：128）は、ポストフスキーの教授法はアメリカでかなりの成功を収め、好

評を博し、聴解系メソッドの理論的基礎として大きな役割を果たしたと評している。し

かし、アッシャーの TPR 等広義のコンプリヘンション・アプローチによるものではなく、

ポストフスキーによるコンプリヘンション・アプローチそのものの実証実験例については

筆者は見つけることができなかった。 

ただ同じ頃、応用言語学の分野では Krashen が頭角を現し、Corder（1967）の誤

用分析、Selinker（1972）の中間言語、Brown（1973）の第一言語習得分野の研究の

他、Newmark（1966）の心理学的アプローチ、Moskowitz（1978）の人間性重視の考

え方、Dulay や Burt らの文法形態素の研究、そして Postovsky、Winitz、Asher らの

聴解重視の立場など様々な分野からの影響を受け、Terrell と共にナチュラル・アプロ

ーチを提唱している（田崎・佐野 1995：163）。Krashen は言語習得に関し、以下の 5

つの仮説を提唱している。  

 

①習得－学習仮説（The Acquisition-Learning Hypothesis） 

②自然順序仮説（The Natural Order Hypothesis） 

③モニター仮説（The Monitor Hypothesis） 

④インプット仮説（The Input Hypothesis） 

⑤情意フィルター仮説（The Affective Filter Hypothesis） 

                                   （田崎・佐野 1995：165-166） 

 

5 つの仮説の中で、ポストフスキーのコンプリヘンション・アプローチによる影響が見

られると筆者が考えているのが、①習得－学習仮説、④インプット仮説、及び⑤情意

                                                        
3 閲覧を許可されたアーカイブ資料中には第 1 巻しか保管されていなかった。  
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フィルター仮説の 3 つである。 

習得－学習仮説とは、成人が第二言語を発達させる方法として、文法を意識的に

学び知識を蓄積する「学習」と、子供のように意志の伝達のために使いながら無意識

のうちに習い覚える「習得」があるというものである（田崎・佐野  1995：165）。コンプリ

ヘンション・アプローチは、聴解優先期間における目標言語のインプットがその文法

構造等を内化させる可能性があるという仮説を提唱したものでもあるため、その点に

影響が見られると考えられる。 

インプット仮説は、メッセージの意味が理解されたとき「習得」が起き、学習者の発

達途中の中間言語（ interlanguage）の段階より少しだけ超えた構造（ i+1）4が含まれ

たメッセージの意味が、その場の状況の助けを借りて理解されると「習得」が進むため、

意味の理解に焦点を当てた聴解力と読解力の指導が大切であるというものである

（田崎・佐野 1995：166）。「意味の理解に焦点を当てた聴解力」とは、まさにコンプリ

ヘンション・アプローチの主張そのものであると筆者は考える。  

情意フィルター（affective filter）とは習得をはばむ心理的障壁のことで、学習者に

不安感があるとこの障壁ができあがり、目標言語のデータがインプットとして働かない

よう妨害するものである（田崎・佐野 1995：166）。外国語学習の初期段階から口頭ア

ウトプットを強いることによる心理的負担についても指摘していたコンプリヘンション・ア

プローチとは、その点で一致するのではないかと見られる。  

更に、上記の 5 つの仮説には含まれないが、Krashen がインプット仮説の前提とし

た「沈黙期（silent period）」の概念もコンプリヘンション・アプローチの影響が見られる

と考えられる。沈黙期とは、言語学習の初期において学習者に表現活動が表立って

観察されず、指導者を含め外部からは単に沈黙と誤解されてしまうが、実は学習者

の脳内では外国語習得が始まっており、言語習得装置（Language Acquisition 

Device）が形成されつつある時期のことを言う（渡邉 2013：12）。つまり、ポストフスキー

のコンプリヘンション・アプローチは、この沈黙期を強制的に設定したものと言えるの

ではないか、というのが筆者の解釈である。沈黙期は学習者の年齢、心理面、学習

環境、外国語学習に対する適性、及び性質等により個人差があるもので（松井

2009：27-28）、全ての学習者に対して一律に一定期間を設定することに関しては問

題があるのかもしれない。しかし、その重要性に関しては現在多くの研究者が認識し

                                                        
4 学習者の現在の言語能力レベルを i として、そのレベルを少し超えた（プラス 1）言語項目を含

むインプット（input）のこと（白畑・冨田・村野井・若林  2013:136）。  
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ているところであり（松井 2009：27）、コンプリヘンション・アプローチがこの概念を先駆

的に取り込んでいたとも言える点は注目すべきであろう。  

 

2.4 日本におけるコンプリヘンション・アプローチの受容  

本項では、コンプリヘンション・アプローチについての言及がある我が国で発表され

た文献を取り上げ、内容を精査した後、本アプローチが我が国でどのように受容され

たのか、又は何らかの影響があったのかについてその原因と共に考察する。  

ここでは主に外国語教授法史及び教授法概要に関する文献を取り上げる。その

内容は、a. コンプリヘンション・アプローチに特化してその内容を説明したもの、b. 

様々な教授法の中の一つとして説明したもの、c. 外国語習得に関するある概念を扱

う中で本アプローチに言及したもの、そして d. 外国語教授法史の流れの中で本アプ

ローチを扱ったもの 4 種類、計 6 つの文献で、文献名は以下のとおりである。無論、

これらの他にも条件に該当する文献が存在する可能性はあるが、筆者が遭遇出来た

ものが以下の文献のみということで、これらについて扱うものである。  

 

①「口頭練習を遅らせる教授法が口頭練習に与える影響－Postovsky の実験  

から」（田中春美  1976） 

②「Postovsky の実験について」（榎本吉雄  1977） 

③『英語教授法のすべて』（伊藤嘉一  1984） 

④『現代英語教授法総覧』（田崎清忠・佐野富士子編  1995） 

⑤「言語学習の謎－知識の結晶作用のプロセスとその彼方にあるもの－」 

                           （実松克義  1997） 

⑥「外国語教授法の歴史から学ぶ－これからの英語教育で何が必要か－」 

                           （石黒敏明  2013） 

 

各文献を上記 a. から d. に分類すると、a. ①②、b. ③④、c. ⑤、d. ⑥となる。各

文献の詳細については本稿では省略し、各著者の間で共通する見解について概略

を記す。コンプリヘンション・アプローチに対する日本の研究者達の見解・評価を検

証すると、全般的評価は概ね高いものの、一般的環境で適用が可能なのか、一定

期間目標言語の発話をさせないことにより学習意欲は減退しないのか、どの位の期

間を聴解優先に充てるべきなのか、等の共通する疑問や懸念が示されているのがわ

かった。本章で取り上げた文献の内容を整理すると、コンプリヘンション・アプローチ
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の可能性も見える一方で、内包する問題点もはっきりと浮き彫りになったと考えられる

だろう。各文献の著者達が指摘していた疑問点や問題点、短所等はそのまま日本国

内での実践例の少なさに直結し、実践例の少なさによって研究は進展しなかったと

いう負のスパイラルに陥っていたと見られる。恐らく、コンプリヘンション・アプローチの

本家である米国での研究の進展をまずは見守ろうという心境でいた外国語教育関係

者も 1970 年代当時は多かったのではないかと推測する。  

以上本章においては、コンプリヘンション・アプローチの概要、日米における評価、

受容、影響等について概観してきた。アプローチの利点及び欠点を整理したことによ

り、一般的な外国語教室でポストフスキーが描いた方法をそのままの形で導入するの

は困難であるとの認識を抱くに至った。しかし、そのことが本アプローチが忽然と姿を

消したように見えることの理由になるとは考えにくい。それでは何故コンプリヘンショ

ン・アプローチは定着することなく忘却されるに至ったのか。日本で入手可能な文献

による調査のみではこの問いに対する答えを見つけることが出来なかった。従って、

筆者は米国での現地調査の必要性を感じ、実際に現地に赴いて DLI 内部資料の

入手や関係者からの聞き取りを行った。現地調査の内容については次章において

述べる。 

 

3. ポストフスキーのコンプリヘンション・アプローチに関する現地調査  

3.1 調査の概要  

本調査は、ポストフスキーのコンプリヘンション・アプローチが、その誕生の地である

DLI において 1970 年代初頭から半ばにかけてどのような評価をされ、どのような位置

づけにあり、そしてどのように扱われていたのかを探り出すことを目的としたものである。

そのために、筆者は以下の要領で米国での現地調査を実施した。  

現地調査は、2018 年 11 月 27 日から 11 月 29 日にかけて米国カリフォルニア州

シーサイドにある DLI 別館の Chamberlin Library を訪問して行った。当図書館では

アーカイブ資料を閲覧し、その後閲覧資料を写真撮影により入手した。入手した資

料リストの一部は本稿末尾に記載する。 

現地調査の過程では、2018 年 11 月 29 日に DLI 別館 Chamberlin Library にお

いて、DLI の Deputy Command Historian である Cameron Binkley 氏の助言と協力

の下、DLI の European School I（1996 年当時）の元 Dean である Benjamin De La 

Selva 氏に対して半構造化インタビューも行った。Benjamin De La Selva 氏からは、

当時の DLI 内部におけるコンプリヘンション・アプローチに対する一般教師達の態度
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等について貴重な証言を得ることができた。  

 

3.2 文献調査及びインタビュー調査の結果  

入手した内部資料“A Brief History of the Russian Program at DLIFLC” （資料

1）によると、コンプリヘンション・アプローチに基づくカリキュラムに対する学生達の不

満が爆発し、彼らによる集団ボイコットや集団提訴という事態が発生していたことが判

明した。集団ボイコットや集団提訴等の事件が DLI ロシア語学部のみならず、学校

全体にとっても大スキャンダルであったことは想像に難くない。政府機関や教育機関

等にとって、特に訴訟というものは最も忌避すべき厄災の一つであるからだ。その結

果、コンプリヘンション・アプローチによるプログラムは中止されることになり、ポストフス

キーも恐らくはこれらの事件の心痛によって間もなく病に倒れ、1977 年 2 月に逝去し

ている。コンプリヘンション・アプローチに対する学生や教師達の不満があったであろ

うことは筆者も想定していたが、これほどまでに過激に不満の意が表明されていたこと

は想定外であった。「そこに集められていた学生は、教師も含め上官の命令にぜった

い服従する陸軍関係者」（田中  1976:43）の反乱の背景には何があったのか。この点

については、主に当時の新聞紙上で報道されていた事象の点と点を線で結び、背景

についての筆者なりの仮説を提示したい。 

このようなスキャンダルの背景として最初に指摘したいのが、学校上層部や高い地

位にあった教師と一般教師の間の対立構造である。モントレーの地元紙である The 

Monterey Peninsula Herald 紙の読者投稿欄“Letter Box” に、再三にわたり DLI に

関するクレームを投稿していた人物が存在した。この人物は名前を John Crisan 氏と

いい、1948 年にルーマニアから亡命し 1955 年に DLI に恐らくはルーマニア語教師

として採用されている（資料 3）。この Crisan 氏は 1973 年頃から学校上層部の言動

や一般講師に対する酷い待遇等についての不満を再三にわたり投稿していた（資料

4～7）。この不満の矛先が 1975 年頃からポストフスキーのコンプリヘンション・アプロ

ーチにシフトし、「馬鹿げた無意味なメソッド」や「税金の無駄遣い」等のセンセーショ

ナルな言葉で非難を繰り返していた（資料 9～15）。このような Crisan 氏の訴えは、ベ

トナム戦争（1955 年～1975 年）による財政赤字に対する不満や厭戦気分を抱えてい

た当時のアメリカ市民に訴えるものであったようで、彼に対して多くの賛辞が寄せられ

たと彼自身が“Letter Box” に送った投稿の中で述べている（資料 10）。そして、この

ような世論の動きに学生達も少なからず影響を受けたのではないかと筆者は推測し

ている。一般教員と学校上層部の対立構造が一般教員の不満を喚起し、その不満
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が新聞への投稿として現れ、その投稿に世論が感化され、そしてその世論に学生も

影響を受けた、というのが筆者の推測である。  

次に指摘するのが、軍、特に空軍のニーズと学生の希望との乖離である。1970 年

代と言えば依然共産圏との冷戦時代であり、当時ソ連空軍と対峙していた米国空軍

が求める人材は、何よりロシア語の通信の傍受が出来る人材であり、極端に言えば

会話能力などは求めていなかったのである。The Monterey Peninsula Herald 紙の

1975年 6月 18日付“Letter Box” に投稿された、DLI所属の言語学者である Stefan 

Kaminski という人物の言葉にそれは如実に表れている（資料 8）。以下その一部を引

用する。 

 

DLI’s mission is to provide language training for purposes of national 

security and defense, not to satisfy the desire of individual students. In this 

respect, language training at DLI is not like an elective course in college. In 

many languages, what is needed is listening comprehension to a high degree 

of proficiency, with no speaking required.  

 

一方学生達は外国語を話したいという強い欲求があったようで、上述の集団提訴

に加わった学生の一人は地元レポーターに次のように語っている（資料 1）。 

 

I enlisted to be trained as an interpreter-translator. I expected to be 

speaking the language, interpreting for people. Now the army is training me 

for some job where I sin in a room wearing earphones all day long. That isn ’t 

what I signed up for. 

 

軍・DLI 上層部と、生徒の間にこれほどまでのビリーフの乖離があったのなら、激し

い軋轢が生まれないはずがない。当時の東西冷戦構造という世界情勢が生み出した

不幸な対立と言えるだろうか。  

そして最後に指摘するのが、学校上層部の勇み足によるアプローチの性急な導入

推進の側面である。この点について証言してくれたのが Charles Cole 氏である。彼は

DLI のロシア語プログラム終了後、旧西ドイツで通信傍受の任務にあたり、帰国後再

びカレッジに入学しロシア語とドイツ語を修め、後に DLI においてポストフスキー監修

の教科書を使って実際に指導した経験を有する人物である（Cole 2017：2-3）。彼が
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当時の同僚であった Benjamin De La Selva 氏に語った言葉からその事実を把握す

ることができた。以下、彼が語った言葉を記す。自身の言葉を本稿中に引用すること

については、Charles Cole 氏の同意は得ている。 

 

I was forced to teach using Postovsky’s textbooks when I was wet behind 

the ears in late ’73 or early ’74. Was a total flop. To be honest, Val Postovsky 

never intended to go “full Implementation” with it, but was pressured by the 

then powers that be (or, were) to press upward and onward with “innovations” 

at all costs. Its failure hurt Val deeply and he  never really got over it. Too bad. 

He was a great guy.  

 

彼の見解によれば、ロシア語学部内での全面導入も望んでいなかったと見られる

ポストフスキーが、他の言語学部での導入を想定していたとは考えにくい。我が国で

数年前に起きた理化学研究所における STAP 細胞事件を彷彿とさせる出来事が、コ

ンプリヘンション・アプローチをめぐって生じていた可能性があることにも改めて驚かさ

れた。いずれにせよ、上層部の拙速なアプローチの推進が、現場教師達にとまどいと

不満を与えていたであろうことは引用した Charles Cole 氏の言葉からうかがえる。この

ような不満も当然スキャンダルの背景になったと言えるだろう。  

以上が文献調査及びインタビュー調査の結果であるが、謎に包まれていた「コンプ

リヘンション・アプローチが忘れられた存在と化した理由」のかなりの部分が明らかに

なったと言えるだろう。 

 

4. 考察  

4.1 コンプリヘンション・アプローチの問題点  

オーディオリンガル・メソッドによる外国語指導の負の側面を払拭するべく提案され

たコンプリヘンション・アプローチであったが、本アプローチに可能性を感じていた外

国語教育関係者であっても、様々な疑問点や問題点を抱かざるを得ない指導法で

あることはこれまで見てきたとおりである。日本の文献調査の結果、共通して指摘され

ていた疑問点及び問題点は以下の 3 点であった。 

 

①話したい気持ちが抑えられることで、学習への興味を失わせはしないか 

②聴解優先期間をどれくらいに設定すれば良いのかが不明  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.71-88 

 

 - 85 - 

③一般の外国語教育環境になじむのか 

 

①②に関して言えば、まさに先人達の指摘どおりであり、コンプリヘンション・アプロ

ーチに基づいて開発されたプログラムが DLI において実際に導入されたものの、結

局は頓挫してしまった理由はまさにこれらの点にあったと筆者は考える。①について

は現地調査の結果判明した、当時の DLI学生の多くが共通して抱いていたと思われ

る「外国語で話したい」という欲求が抑えられた結果何が起こったのかを見れば、指

摘は全く正しいものであったと断言できるだろう。  

②については、ポストフスキーの理想としては最低でも 6 週間は必要だと考えてい

たことが上述の“Aural Comprehension Course” の内容からは推測されるが、実際に

約 1 か月半も「外国語で話したい」学習者を話させないというのは、やはり聴解優先

期間の設定が長すぎたのではないかと筆者には思える。ポストフスキーの仮説が正し

いと仮定して、聴解インプットによって学習者の内部での語彙や文法構造等の定着

や内化を真に目指すのであれば、この程度の時間は必要なのかもしれない。しかし、

その理想を求めるあまり学習者の学習意欲を減退させ、フラストレーションを与えてし

まったのでは元も子もないであろう。 

③についても、結論としては一般の外国語教室環境にはなじまないと言わざるを得

ないであろう。これは、コンプリヘンション・アプローチそのものの実証研究が非常に少

ないことにも表れている。ポストフスキーが開発したコンプリヘンション・アプローチに基

づくプログラムの方向性は良いとしても、理由はどうあれ結局のところ失敗に終わった

のであり導入するのであれば現実に合わせて工夫をこらす必要があるのだろう。  

 

4.2 コンプリヘンション・アプローチの可能性  

仮に、ある教師がコンプリヘンション・アプローチを導入した初級向けカリキュラムを

実施しようとしても、自身が経営する学校でもない限りは教室で実施するのはまず不

可能であろう。聴解のみを指導する期間も明確には示せず、更に学習効果について

も断言できず、という状況では教務管理者の了承は得られないことは当然だ。更に、

様々な性格、嗜好、学習ビリーフを持つ学生が一堂に会する教室で、一定期間口

頭練習をしないという本アプローチによる指導に不満を持つ学生は必ず一定数存在

することが想定される。そういった不満は学習の阻害要因になり、アプローチの効果

を減退させることにもつながることは本研究で見てきたとおりである。以上の理由から、

一般外国語教室での通常授業形態としての導入は妥当ではないと言わざるを得な
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い。しかし、逆に一般的な外国語教室での通常授業形態での導入でなければ可能

性はあると考 えることもできる。例 えば ICT （ Information and Communication 

Technology）を活用した授業例として、タブレットや PC 等のデバイスに提供されたコ

ンプリヘンション・アプローチによる教材を各自が予習の形で受講し、授業では予習

した内容の確認や意見交換を行う等の反転授業を行う可能性等が考えられる。 

更に、ICT を利用したものとしては、スマートフォン等のアプリケーションによるプログ

ラムの提供、具体的には、自主学習による外国語初級者や、特に聴解を鍛えたいと

自ら望む学習者への自主学習支援プログラムという形態が考えられる。このアプロー

チの趣旨を十分に理解し、自ら選択した学習者に対してのピンポイントによる教材提

供であれば、コンプリヘンション・アプローチも効果を上げる可能性があるのではない

か。 

 

5. まとめと今後の課題  

本研究では、1970 年代にポストフスキーが提唱したコンプリヘンション・アプローチ

について、先行研究の言説の分析と考察、及びコンプリヘンション・アプローチによる

教材を使用した経験がある DLI 元教師等関係者への聞き取り調査等から、本アプロ

ーチが効果的な外国語学習法といえるのかを検証することを試みた。そのために先

ず文献調査を行ってその内容を整理した後、米国での現地調査を実施しそこで得ら

れた情報を元に先行する文献調査で浮かび上がった本アプローチに関する不明点

や疑問点の妥当性を検証した。また、現地調査によってコンプリヘンション・アプロー

チが好評を博していたと言われながら何故発展の途を辿ることなく忘れられた存在と

なってしまったのか、その要因や経緯を探るという本研究のもう一つの問いに対する

答えも得ることができた。  

本研究の限界としては、ICT 技術を駆使したコンプリヘンション・アプローチの導入

を提案したものの、その効果については根拠を示せていない点であろう。実際に研

究・開発を行うのであれば、人々を納得させる根拠を提示できるようにするべきであろ

う。また、スマートフォンやタブレット用の外国語教材は、学習者が気軽に入手できる

という利点がある反面、継続して最後まで学習せずそのまま放置する人も多いと筆者

は認識している。このようなすぐに放棄されてしまうようなアプリケーションを開発しても

それも全く意味がない。スマートフォンアプリであれば、いかにしてプログラムを最後ま

で継続してもらえるかを考えることも重要な課題であろう。  
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