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0. 人間が喜びをもって学習対象に向かうのを見ること 

2017 年に登場した「ポケトーク」Pocketalk は、AI（人工知能）を利用して話し言葉を瞬時

に他言語に翻訳（通訳？）できる能力を持った機械で、「音声での入力」「翻訳結果の音声出

力」「翻訳結果のテキスト出力」の全てが、扱われている全ての言語について可能なわけでは

ないものの、2020 年初頭時点ではとりあえず 74 言語を扱うことができます。学習途中で――

しかし学習途中でない人がいるだろうか？――能力が未熟な学び手のアルバイト的通訳の仕

事くらいは難なくカバーできてしまう強力な道具です。この道具もまた人間が「語学だけで

は食えない」状況をどんどん確立しつつあります。 

 ポケトークに象徴される、AI の能力の発達によって人間の実用外国語能力の獲得がそのひ

との生活を成り立たせる職業との関わりをますます失うことになってきた現実が厳然とあり

ます。それでも多大な労苦を要求し膨大な時間を費やさねばならない外国語学習が、それでも

亡びることはないように直感されます。本稿では今そして今後、外国語学習へひとを向けるの

は何であるはずなのか、ということを「人間が喜びをもって学習対象に向かうのを見ること」

と関連させて考えてみました。 

2020 年の世界を突然襲ったコロナウィルス禍は外国語教育、外国語学習をめぐる状況も一変

させましたが、それは AI が多種多様な人間的営みを侵食していくという全体的な状況にあら

たな要素を加えはしたものの、とくにその方向性を変えたわけではありません。 

以下いささか理念的な議論に傾いたことに読者諸兄の寛恕をお願いしたいと思います。 

 

1. はかなき人間 homme précaire 

さて要するに人間は、人間にしかできないことをやればいいのです。では AI にできなくて、

人間にしかできないこととは何か。 

死ぬことです。 

なんだ、まじめに読んでいたらそんな話か、と言う勿れ。つまり人間が死ぬということは寿

命が限られているということ、生きる時間が限られているということであり、そういう死すべ
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き存在が、ある熟達を要する活動が可能である、「できる」ということは、その熟達のために限

られた生の時間の一部を割き、与えたということを意味するはずだということです。 

 ひとつの言葉を習い覚えるというのは難しいことです。必ずしも楽しいとばかりは言えない

勉強を、長い時間続けなければなりません。人間とは快を求めるものであるとするなら、いく

らでも楽にできて楽しいことが他にあるのに、長々書物を眺め、何やら口で唱え、ビデオを見、

外国語の音声を聞いている学習者は、端からみていれば不可解な存在のはずです。 

 その不可解さには、何が問題になっているのか分からないということがあるでしょう。物理

学や化学など理科系の諸学は「何が問題になっているか」自然に了解されると思われます。あ

る程度「文明」が開けた環境に生きている者にとって、そういう科学が文明の基盤になってい

ることを了解できます。 

 「では文科系は？」という全体問題はいまおくとして、いわゆる語学はどうでしょうか。 

 不可解な字の羅列であったものが、習い覚えた文法を適切に当てはめ、覚えてきた語彙の連

関がとたんに「意味」となって自分に迫ってくるのが感じられたとき、そういうときはなにか

不思議な心地よさが自分を包むのを読者諸兄は何度経験されたことでしょうか。あきらかに語

学の存在意義は「まず」そういう個人的な快の体験に存します。 

 だから、もうひとつの AI にできないことというのは、愛することです。 

 またそんなくさいことを、と言う勿れ。ほかのことをするよりもついそのことをする。放っ

ておかれたら自然にそれをしてしまう。はかなき人生の中で、他のことによりそのことに力と

時間を注ぎ込む。そういう対象のことをこそ、愛の対象というべきなのですから。 

 

2. 愛はあとからくる 

 さてフランス語教育の場合ですが、本論の筆者である「わたし」が書くからには、何よりも

まずわたしがなぜフランス語教育をしているか、ということが問題になってきます。本稿はフ

ランス語教育に携わっていないひとが書くフランス語教育論ではありません。筆者が教える対

象、学び手が学ぶ対象は、愛の対象なのです。 

とはいえ筆者はこの道を「選んだ」という意識は希薄だし、フランス語の中のなにかが好き

だから、愛したからフランス語を始めたわけではありません。そういう因果関係をみることは

恋愛の物語を作る目的が大前提なら必要かもしれませんが、現実をよく見ることだけが目的な

ら、初学者の段階で筆者にはとくにフランス語が偏愛の対象ということはなかったと申し上げ

られます。単に若い頃に、英語の次にドイツ語を勉強するのは偉そうにしすぎると感じてフラ

ンス語にしただけです。 

ただ始めて見るとフランス語の世界は広大で奥が深く、結局ドイツ語はやらずじまいでした

し、結局人生の終わり近くから眺めてみると他のどんな領域より語学に、とくに「フランス語」

に費やした労力と時間が明らかに一番だという人生を送ることになりました。やっているうち

にあとから、フランス語ができたおかげで他に先んじて深くアクセスできてよかったな、と思

える対象を見つけることができました。しかしそれ以上に、直接の先生はもとより世のなかに

フランス語の上達が三度の飯より楽しいという人がその楽しさをみせながら活動しているの

を感じ、直接間接に交流することができたわけで、それが一番大切なことだったと思います。 

実はこれはもっとまともなジャンル、実業においても事情は同じことなのです。そしてコロ

ナ危機以後の、おそらくは経済至上主義が相対化されるとき、AI が人間から実業をとりあげて

いくとき、一番具体的な話になるはずです。 
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3．文学――特権的ジャンル 

 フランス語教育全体としては、文学は大事な、最重要のものです。長い間日本の大学でフラ

ンス語を勉強するということとフランス文学を読み、研究するということとがほぼ同義になっ

ていたのは、結局理由のないことではないのです。言葉による表現ということのあらゆるジャ

ンルでフランス語が存在感を出すことに繋がっています。 

筆者もまた日本におけるフランス語学習の現状からほとんど必然のように文学研究に導か

れ、今では大学で「文学概論」の授業を担当させてもらえたのが至福と思えるほどこの営みに

はまりこんでしまっています。しかし文学もまたもとから好きな人間であったわけではありま

せん。むしろいまだにあまり厳密な意味での文学好きとは言えないでしょう。どちらかという

と音楽の方に惹かれる質の筆者は、文学に関して言うと未読の、読むべき作品を読むより、中

味のよく分かった作品を部分的に、音楽におけるリフレインのように、繰り返し読む方が好き

なのです。 

21 世紀においては文学の世界でも、オリンピックではないので国別対抗戦の真似事、文学老

舗国同士の代理戦争を続けることもないと思います。文学は文学というだけでよいので〇〇文

学、●●文学と分ける必要はない。強いて言えば、あるのは世界文学のみ、世界文学といえば

ひとも振り向く――そう思えば、これまで教える場自体がみつけにくかった「カナダ」文学（ケ

ベック仏語文学を超えて）の授業やベトナム文学の授業も、世界文学の枠というのを作れるな

ら、可能です（ちなみに筆者は工夫して、両方とも開講しています。力量が足らなくてアフリ

カ文学の授業ができていないのは残念ですが）。これができてこそ 21 世紀に日本の大学におい

て文系の学問の存在に意味があるゆえんとなると考えています。また創作科 creative writing 

course も、講師として既成の大作家が作者として教えるような鳴り物入りのものでないならば、

あってもいいでしょう。 

 （世界）文学を専門とするコースの卒業生は、感受性に富み人間的な文章表現に優れた人材

という認識を社会的に定着させることが可能のように思えます。ひととして AI とは違う、わ

たしはロボットではないと有意義に言えるというのは、これからさき大切なことです。人間は

言葉という特権的なものをもつし、文学は言葉そのものを使ういちばん基本的なワザと言うべ

きだからです。 

ありがたいことに Pascale Casanova を引き合いに出すまでもなく、この世界文学の中でフラ

ンス文学は明らかに名誉ある地位、むしろ特権的と言える地位をもつはずで、これからのフラ

ンス語学習者は常にそのことを念頭におけると思います。 

 

4. 距離の時代：イベントと授業 

本稿はもともと「AI の時代の」というタイトルで執筆申込が受理されたものではあるのです

が、歴史は 2020 年の世界に突然、コロナウィルスという新型の、大戦争に近い災禍をおこし

ました。この後の知的営みはこの世界大戦的集団経験に基づいて展開されねばならないとした

ら、AI の時代のフランス語教育は、いろいろな意味で「距離」をおいたフランス語教育、広い

意味で遠隔教育であり、distanciation sociale を意識した教育でもある、ということになるでしょ

う。それは結局なんらかの意味でインターネットという、あらゆる物理的距離を無化するもの

と関連した教育ということになります。物理的な距離の差異を無化して、また身体的距離をと

るために教室という物理的でリアルな空間とネットのヴァーチャルな空間を組み合わせて教

育を考え始めたと言っていい、そういう段階で筆者は書いています。 

幸い距離を隔てても、おもに映像、とくに顔の像があれば、ひとが人間的関係を結べないと
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いうことはないように思います。レヴィナスによれば人は「顔」に対して責任を持つのだし、

アンパンマンは「頭」ではなく「顔」をちぎって苦境にあるひとに分け与えるのです。いわゆ

る「オフ会」のような物理的な、全身的な近接を目的としたイベントが随時必要でむしろそち

らに本質的重要性があるのかもしれませんが逆に言えば、リアルな授業形態では毎回が当然の

ようにイベントだったわけですが、AI の伸長とコロナ以後、イベント性は意識的に得るべきも

のとなりました。 

 コロナ危機の時期においては、「ライブハウス」と呼ばれる場所が感染危険度の高いところ

としてやり玉にあげられた感があります。2020 年 5 月の時点では、ぎゅうぎゅう詰めのライブ

ハウスで音楽を楽しむ人たちの熱気というものが今後どうなるかまだ見当がつきませんが、あ

るいは人々の意識はコロナ以前の状態に完全には戻らないかもしれないと考えています。なら

ばアーチストなり DJ なりが当然のように中心、中核となって統括する「イベント」というも

のは、より冷静で理知的な「授業」のようなものに近づかざるを得ないように思います。 

 逆に「授業」の方も教員が中心、中核となって統括する「イベント」として認知されるよう

になっていくと思います。それはあるいは、教員個人個人が「大学」を始めとする教育機関か

ら独立した存在となっていくことを示唆しているのかもしれません。2020 年のコロナ危機の際

に突然現実となった教育のオンライン化は、教え手と学び手の距離的な差異を無化することに

よって少なくとも日本国くらいの空間的広がりの中にいる学び手を捕捉する可能性を見せた

ことになるのではないでしょうか。 

さらに「時間」、とくに「リアルの時間」という概念が拡張されるのも AI の時代の特徴とし

てあげられます。ネットは特定の時間に同期した過剰なアクセスを受け入れられないという弱

点をもっていますから、ある意味仕方なしに現時点で「オンデマンド」と呼ばれている形態、

固定化した教材をある一定の時間帯のなかで取り出して実施するという形態が浮上してきま

した。これは「オンデマンド教材＝授業」という観念を生み、ある場合には譲渡できないはず

の教材作成者の著作者人格権さえ希薄にし、教え手の「授業」のイベント性を脅かしかねない

ものではあります。しかしネットの負荷を分散するだけでなく、物理的な距離が時差を生じさ

せるほど遠くにいる学び手を視野にいれてくるという利点もあるでしょう。 

 

5. 地方のコミュニティ 

 繰り返しますが、AI と人間が教育の領域において有効に共存するには、人間同士にしかでき

ないコミュニケーションを教員と学習者がとることが必要です。 

身体的に距離のあるコミュニケーションとは、別のとらえ方をすれば空間的に、時間的に広

い範囲に散らばった、一つの部屋には入れきれないほどの、一時には一か所に集まれないほど

の大人数を相手にすることもできるコミュニケーションでしょう。ひとりの人間には生涯に作

れる「友達」の数が限られており、人間が人間的関係を結べるのは少人数であることは明らか

ですが、かなりの数の先生がひとりひとり中核となって、それぞれ自ら喜びをもって学習対象

に向かう姿をもって学び手に相対し、人間的にコミュニティを形成するとしましょう。すると

逆に地方には地方のコミュニティが、あたかも江戸時代の知識人グループのように各地に点在

して全国と繋がるイメージが浮かびます。明治時代以降の大学制度に頼りきらなくても、こう

いう形で知の継承をすることは不可能ではないことと考えます。 

 

6. 複言語主義 

このような新しい状況下では、言語教育は今後複言語主義的に、すなわちある言語の学習
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中にはあたかも他の言語はこの世に存在しないかのようにふるまうことはやめにする方向に

向かうのではないでしょうか。 

 フランス語の場合、英語との緊密な関係、いわゆるロマンス語と呼ばれる言語群の他の言

語との緊密な関係に常に注目できます。英単語暗記の有効な方法を紹介するものとしてベス

トセラーになった清水健二・すずきひろし著、本間昭文イラスト『英単語の語源図鑑』（かん

き出版、2018 年）で大々的に扱われている「語源」の大きな部分は、フランス語か、フラン

ス語経由で入ってきたラテン語であると言っていいと思われます。そのことは well-informed

になっているといい知識のはずですが、残念ながら上記の『語源図鑑』にはそういう配慮は

ないようで、同じ著者、イラストレータによる『続英単語の語源図鑑』（かんき出版、2019

年）ではラテン語やサンスクリット語への言及はあってもフランス語に関しては言及があり

ません。 

ロマンス語の一員としてのフランス語は、たとえば EuRom5（Elisabetta Bombino et al., 

Hoepli, Milano, 2011）のような間言語理解 intercompréhension に繋がる優れた教育法をになう

代表的言語ともなっています。厳密にいうなら: 

EuRom5 は production8（書き、話し）の能力発展は目指しておらず、複数の言語理解を学ぶこ

とによって間言語理解を準備する: La méthode EuRom5 ne vise pas le développement de la 

capacité de production et d’interaction, mais elle prépare à l’intercompréhension en visant 

l’apprentissage de la compréhension dans plusieurs langues. (EuRom5, Présentation générale 

(français), p.66.) 

とするのですが、それは： 

5 つのロマンス語の受容能力を同時に学ぶことで複言語主義の発展に貢献する革新的メソ

ド :[La méthode EuRom5 est] une méthode innovante au service du développement du plurilinguisme par 

l’apprentissage d’une compétence réceptive en cinq langues romanes (portugais, espagnol, catalan, italien 

et français) de manière simultanée. (ibid.) 

であり； 

5 つのロマンス語のうちひとつが話せる人に、他の 4 つの言語で書かれたテキストを非常に短

い時間で理解できるようにする: Elle propose de suivre un parcours qui vise l’intercompréhension et 

qui offre à un locuteur d’une des cinq langues citées d’apprendre à comprendre en très peu de temps des 

textes écrits dans les autres quatre langues. (ibid.)  

ことを目指すのです。 

 教員の授業のひとつひとつがイベントであるならばそれは各々個性的なものであるべきで

すから、筆者はこのような複言語主義的なフランス語教育法をもって、AI時代の「自分の」教

育法としてアピールしたいと思っています。この教育法にいろいろと利点は指摘できますが、

結局自分が人間の言語の総体という巨大なものにこのように侵食していくのが楽しいという

ことです。 

これをもって筆者は「ひとはなぜ外国語を学ぶのか」という問いに対する例示による答えと

もさせていただきたいと思います。 


