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 知識の伝達を偏重しても，実際に役立つ能力の育成につながらないが，知識を軽視

するのは，大学教育にふさわしいものではない． 実際にはその「落としどころ」をうまく設

定するのが，よい授業を行う上でのコツであろう．本稿では知識から運用能力への橋渡

しの方法を，エクリに関して対照修辞学的観点から論じる． 
 
１．「習うより慣れろ」ではなく「習ってから慣れろ」 
 作文はその方法に関する知識を持つだけでは不十分で，実際に書いてみて初め

て習得が可能となるのはいうまでもない．しかし実践の重要性が強調されるあまり，

「習う」ことが無いままに書き続けるのはよい学習方法ではない．なぜなら，作文能力

は自然に習得されるものではなく，学校などで指導を受けない限り，なかなか身につ

くものではないからある．つまり作文は「文化的に形作られ，（すくなくともその一部

は）正式な教育によって伝えられる」(Grabe and Kaplan 1989 : 264)のであり，「その技

能は意識的な努力と多くの実践によって身につけられる」(Grabe and Kaplan 1996 : 
6)という性質をもつからである．ここでは，「慣れる」と同時に「習う」ことが重要である． 

 では何を「習う」べきなのだろうか． Kaplan(1966)は文章の構成法に関する好みは，

文化によって差があるということを指摘し，ある言語の学習には，この文章構成に関

する慣習の学習も含まれるべきであると主張した．実際日本人学生の文章は「文法

的には間違っていないが，結局なにがいいたいのかよくわからない」という印象を，フ

ランス語のネイティヴ・スピーカーに与えてしまうことがしばしばある．このような欠点

は，上述した対照修辞学の観点にたてば説明できる．日本語とフランス語では，好ま

れる文章の構成の型が異なるのだから，フランス語の文章構成に関する知識を学ん

だうえで，作文を実践していくべきである．日本的な文章構成がフランス語でも通用

するという前提のもとに書いた文章は，フランス的な観点からは評価されないし，場

合によってはコミュニケーションに支障さえきたす． 
 
２．日本的文章とフランス的文章の違い 
 では日本的，フランス的文章構成とは，それぞれどのようなものだろうか． 
 フランスの学校での作文の基礎は，Genette (1969 : 30-31)が述べているように
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dissertationにあり，このdissertationがフランスの文化で大きな役割を果たしていること

は否めない
1
． 

 これに対して，加藤(1996)が日本で多くの人に好まれて，何世紀にもわたって数か

ぎりなく作られた文学の形式として随筆を挙げているように，現代の日本の文章の典

型は随筆である．実際日本人は，特に細かい指示なしに作文させると，多くの場合

随筆的な文章を作る．日本人の作文の問題は，この日本独自の形式の随筆を無意

識のうちに文章のモデルとして，フランス語でも同じような取り組みで書くことにあるの

ではないだろうか． 

 ほとんど形式に関する決まりがなく，自由な発想と展開を重んじる随筆に対し 2 ，

dissertationは厳密な構成に基づいて書かれるべきものとされている3．つまり日本の

随筆とは全く異質の書き方，価値観に基づいた文章である． 
 ある言語を学ぶとは，その言語で尊重されているもの，規範，価値観を理解し，（少

なくとも教室の中では）いったんは受け入れることであり，そうしなければ上達しない．

フランス語を学ぶ以上，フランス的に表現し，フランス語で尊重されている文章構成

を身につけるのならば，dissertationのような文章を学ぶべきである． 

 
３．フランス的文章を書くために 
 だが実際問題として，フランス語を専門としない日本の学部学生に対して，いきなり

dissertationの書き方を教えるのは難しい．しかしdissertationそのものでなくとも， 
dissertation「的」な文章を学べばよいのである．次の例を見よう．（下線，太字は筆者

による） 
    Absurde bizutage 
 Le bizutage, pratiqué au mois de septembre lors de la rentrée des classes 
préparatoires et des grandes écoles, est choquant et révélateur d'une certaine violence 
sociale et d'un mode de fonctionnement hiérarchique inadmissibles dans une société 
qui se veut ouverte et démocratique. C'est une humiliation collective infligée par une 
partie d'une communauté scolaire sur une autre partie à la seule raison de l'ancienneté 
de la première par rapport à la seconde. 
 Le bizutage est souvent présenté comme un moyen d'intégrer les plus jeunes 
au corps des anciens et d'assurer la cohésion de l'école. Cela appelle une triple 
remarque. 
 D'abord, dans le bizutage, la communauté scolaire en question se considère 
                                                 
1 1“En pratique, ce discours scolaire se réduit, pour l’essentiel, à un exercice dont l’importance n’a cessé de 
croître depuis un demi-siècle dans notre enseignement et dans notre culture : la dissertation. ” (Genette 
1969 : 30-31)  “Il est difficile de mesurer tout ce que notre culture et nos structures mentales doivent, en 
bien et en mal, à cette souveraineté de la dissertation. Mais il est évident que tout examen critique, toute 
analyse historique de notre univers intellectuel devrait passer par là.” (Genette 1969 : 37) 
2「日本式随筆というのは，中国にもヨーロッパにもありません．随筆というのは特殊なもので、エッセイと訳

すのはあまりよくない．特別なテーマがなく，断片的な感想，引用，あるいは哲学的考察がぱらぱらと入っ

ていて，ひとつひとつの章のあいだに関連がなく，それぞれが独立しています。」(加藤 1996 : 183) 
3 定評あるdissertationの参考書であるChassang et Senninger (1972)は以下のように述べている．“La 
dissertation est comme un univers où rien n’est libre, un univers structuré, un monde où tout ce qui ne sert 
pas à la discussion d’un problème fondamental doit être exclu, où le développement autonome est la plus 
grave faute que l’on puisse imaginer.” (p. 14) 
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comme une caste, c'est-à-dire comme classe fermée ayant l'initiative de l'inclusion et de 
l'uniformisation des comportements. Il est donc postulé que le groupe domine et contrôle 
les personnes qui s'y agrègent. Cela est d'autant plus inquiétant qu'il s'agit, dans la plupart 
des cas, d'écoles chargées de former les cadres de la société. Comment se 
considéreront-ils alors ?    
 Ensuite, les humiliations infligées sont aussi absurdes qu'impératives. La 
volonté des soumis est remise tout entière au caprice des anciens. L'autonomie de la 
personne est abolie, elle doit plier sans que les ordres aient, bien sûr, la moindre 
apparence de justification. Le pouvoir s'affirme là pour lui-même, dans sa jouissance 
cynique. L'arbitraire n'est pas autre chose. Ici encore est-ce la meilleure préparation à 
l'exercice de l'autorité dans les entreprises et les organes de l'Etat ? 
 Enfin, le bizutage se perpétue d'année en année, les nouveaux élèves 
deviennent des anciens qui, à leur tour, infligent ce qu'ils ont subi. La chaîne se 
maintient comme si les pratiques sociales qui la sous-tendent demeuraient également. 
Le rite conservé est conservateur. Les élèves ont intégré les normes et les objectifs de 
la société telle qu'elle est. Ils en seront, pour beaucoup, les fidèles exécutants. 
 Le bizutage est le dur miroir de notre société. Faut-il se contenter de le 
regarder ? 

(François Fricker, professeur de philosophie à Paris, Le monde, 2 octobre 1990) 
 

 この例は典型的なフランス的文章構成を示している．全体は大きく序論，本論，結

論の３つの部分に分かれており，それぞれの区切りは段落の切れ目で明示されてい

る．序論では，まずこの文章が何について語っているのかを導入し（第１段落第１文），

次の文で全体の主題，主張を明確に述べている（第１段落第２文）．それから本論で

の議論の展開の順序（plan）をあらかじめ読者に知らせている．特にtripleの語によっ

て，以下に３つの論拠が挙げられることが予告されている（第２段落第２文）．さらに

本論にあたる第３，４，５段落がそれぞれd'abord, ensuite, enfinで始まっているので，

読者にとっては全体の構成がつかみやすい．また各段落の第１文がその段落の主

題文となっている．結論は全体の要約を簡単に述べてある．締めくくりの文（第６段落

第２文）は，疑問文という形にして，関連するより大きなテーマへとつながっていく． 
 ここでは日本の文章によくある「起承転結」は用いられていない．随筆では上例の

ような形式的な段落構成を好まれないので，この文章を理屈っぽすぎると違和感を

持つ日本人は多いだろう．だがそのような違和感こそ，異文化理解への第一歩なの

である．日本的な「起承転結」や随筆が世界基準であり，フランス語の世界でも無条

件で通用するのだという単純な思い込みこそ，教育の力でうち破っていくべきである．

この差を自覚していなければ，フランス的な文章は書けない．この意味で（あるレベ

ル以上の）作文は，きちんとした知識の裏付けがあってはじめて，実践可能な分野な

のである． 
 その目的のためには，上例のようなきわめてフランス的な構成をもった文章を教材

としてとりあげ，作文の見本として提示すべきである．さらに段落の組み替え練習，文

の組み替え練習，主題文の作り方の練習などが効果的である． 
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