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『国際言語文化学会 日本学研究』第２号 頭言 

 

2016 年に、「京都外国語大学日本語・日本語教育研究会」及び、「京都外国語大学カルチ

ュラル・スタディーズ研究会」の共同会誌とし、『京都外国語大学日本学研究』創刊号を発

刊しました。この記念すべき第一号は、京都外国語大学の修了生や大学院生など、若手研

究者を中心としてスタートしました。若手研究者が研究を研鑽し発信する場として、意義

のある会誌であったと思います。 

第二号にあたる今年度は、国際言語文化学会における組織として、会誌の名称を『国際

言語文化学会 日本学研究』に改め、発刊することとなりました。また、修了生や大学院生

のみならず、京都外国語大学で教鞭を取られている先生方、及び他大学の教育現場でご活

躍されている先生など、実に、幅広い方々による学術誌となりました。より学術的な発展

を目指す上で、大変意義があったと思います。そして、京都外国語大学の若手研究者にと

っても、知識を深める場、情報を共有する場として、刺激になったと思います。 

また、今回、掲載されたテーマを見ても、言語学、言語教育学、カルチュラル・スタデ

ィーズなど、さまざまな分野による論文が集まりました。諸学問を横断することで、多彩

的な学術誌となったと言えます。これには、前年度よりも、本研究会誌への投稿が増えた

ということもあります。こうした事情もあり、本誌を読んでくださる方々に配慮し、今年

度は、第２号の（１）を言語文化の内容、（２）を言語教育の内容と分けて掲載することと

なりました。このような新しい試みを行えたのは、やはり、投稿くださった先生方のおか

げだと思います。改めて感謝の意を表します。 

 今回の発刊にあたり、様々なご支援をくださった多くの方々に、厚く御礼申し上げます。

今後、本誌が多くの研究者が活躍する場になればと願っております。何よりも、研究者た

ちにとって研究を研鑽し、学術的知識を深める機会となれば幸いです。 

 

日本語・日本語教育研究会 会長 

「国際言語文化学会 日本学研究」編集委員 辻 周吾 
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スポーツ雑誌とファッション雑誌の混種語に関する研究 
A Study on Words Combining Hybrid in Japanese in Magazines 

 
岩崎真梨子 野添実咲 佐藤聖矢 

 

Summary 

In this paper, college students were interested in the difficulty of words that combined katakana, hiragana and 

kanji, and as a result, they investigated words composed of words using magazines. 

In conclusion, both fashion magazines and sports magazines revealed that there are rules in how words are 

made. And it became clear that there are few difficult words. Whether the words of magazines are difficult or not 

depends on the vocabulary of the reader. 

 

 

1．はじめに 

 日本語の表記には、漢字、平仮名、カタカナ、ローマ字があり、日本語の文章はこれらを

組み合わせて作られる。日本語を母語とする大学生からも、「どうして日本語には漢字、平仮

名、カタカナ、アルファベットと多くの表記があるのか？」といった質問が挙がる。この質

問は、複雑な表記を書き分け、使いこなすことに対する苦手意識や、どうやって使いこなせ

ば良いのかという疑問の表れであると考えられる。特に、現在のようなインターネットの普

及した情報化社会においては、ホームページや SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）などの文字表記としては勿論のこと、専門性の高い雑誌や専門書においてカタカナ語

表記を用いる割合が多くなってきている。これらは専門性の追求や情報共有の重要な表現と

なっているため、現代社会においてカタカナ語を使いこなすことは、その表現の意味を大学

生が情報交換するうえで内在的に理解するための重要な課題であると考える。 

 本研究は、大学生が「ジェンダーレス男子（女性ものの服やアイテムを身に着けたり、化

粧をしたりする男性のこと）」のような、カタカナ語（外来語）と漢語や和語を組み合わせて

構成される語（混種語）の難解さに興味を持ったことをきっかけとして、ファッション雑誌

とスポーツ雑誌の混種語を調査し、分析したものである。この調査結果により、語の構成や

意味・用法の規則について提示したいと考える。 

本論文における役割分担は次の通りである。本稿の執筆は、八戸工業大学・感性デザイン

学科講師の岩崎真梨子が担当する。ファッション雑誌の調査と分析を感性デザイン学科 4 年

の野添実咲、スポーツ雑誌の調査と分析を感性デザイン学科 4 年の佐藤聖矢が担当する。本

論文の責任は岩崎にある。 

 

2．先行研究  

先行研究として、(1)雑誌における外来語に関する研究、(2)カタカナ表記の語に関する研究

を挙げる。 
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2.1. 雑誌における外来語に関する研究 

 

 2.1.1.雑誌における外来語 

 石綿(1960a)は、国立国語研究所の「雑誌一般の用語の概観調査」に基づき、外来語が多く

見られる雑誌の部門ならびに外来語と原語の関係について述べられている。 

 「雑誌一般の用語の概観調査」は、1956 年（昭和 31）の 1 年間（1 月号から 12 月号まで）、

広く多くの人に読まれている雑誌 90 種を取り上げ、外来語について調査した結果を示したも

のである。90 種の雑誌は、「� 評論・芸文」「� 庶民」「� 実用・通俗科学」「� 生活・

婦人」「� 趣味・娯楽」に分けられており、ファッション雑誌は「� 生活・婦人」、スポ

ーツ雑誌は「� 趣味・娯楽」に含まれる。石綿(1960a)は、次のように、ファッション業界や

スポーツ業界に、外来語が多く認められることを指摘されている。 

 

  外来語はこの中ではいわゆる婦人雑誌に最も多く用いられることがわかる。これには 

  服飾、料理などの用語に多いことが考えられよう。実用通俗科学や娯楽雑誌にも割合 

  に多い。これは科学やスポーツなどの術語の存在が考えられる。 

 

 このことから、60 年代で既にファッション業界ならびにスポーツ業界において外来語が多

く用いられていることが指摘されており、かつ、外来語がどういった分野でどのように用い

られているかが問題視されていたことがうかがえる。 

 

 2.1.2. ファッション業界とスポーツ業界における外来語の研究 

 ファッション業界における外来語研究としては、勝田(2011)を参照した。勝田(2011)は、女

性誌の言語を日本語学的に分析し、想定された雑誌読者でない一般男性が理解し難い現代の

女性語について捉え直している。そのうえで、20 代女性向けファッション雑誌で使用されて

いる外来語について分析し、以下の 5 つの特徴を示されている。 

 

(1) 外来語のうち、5 拍以上で略語になるものは 3 拍に短縮される。「アクセサリー」「コ

ーディネート」というファッションにとって必須の語が「アクセ」「コーデ」とな

り強い造語力をもって複合語を多く構成している。 

(2) 「リッチ」「モード」など標準語形だが特殊な意味用法を持つものがある。 

(3) 「ガーリー」「マニッシュ」など基礎的外来語とみなせない、言語(英語)の意味や対

義関係を反映していそうにない語が使われている。 

(4) 「—y(な)」形の和製英語(形容動詞)の創出。 

(5) 「マスト」「トゥーマッチ」などファッション業界用語起源の可能性。 

 

 勝田(2011)は主として、外来語の意味、使用される外来語に対し似た意味の原語を見出せ

るかどうかを中心に分析されており、本研究とは観点が異なるが、(1)において「アクセ」「コ
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ーデ」が強い造語力をもって複合語を多く構成するとあり、用例として「縦長コーデ」「旬

コーデ」といった、本研究で研究対象とする語も含まれる点で参考となる。また、勝田(2011)

の指摘から、ファッション業界の用語は、雑誌などでファッションに興味のある女性に広く

読まれるものである一方で、専門用語的でもあることが読み取れる。特に(3)のような指摘は、

日本人にはさほど気にならなくても、海外からの留学生などにとっては混乱を生じる元とな

りそうである。 

 スポーツ業界における外来語研究については、関根(2003)で次のように述べられている（下

線は岩崎による）。 

 

 新聞の中で、実際に最も多くカタカナ語が使われているのはスポーツ面である。2002

年 12 月 10 日の紙面では、一面や社会面が 30 語前後だったのに対し、スポーツ面は 3

ページで 289 語と、1 ページ平均 100 語近くも登場する。 

 現代の競技・種目のほとんどは欧米から入ってきたものであり、用語も翻訳せずその

まま取り入れているから、これは当然の結果といえる 1)。ところが、スポーツ面につい

ては、カタカナ語が多すぎるという批判を受けることはまずない。運動記事を読むのは、

その競技に感心を持ち、一定の知識を持っている人が中心だ。サッカープレーヤーが「オ

フサイド」や「シミュレーション」につまずくことはないし、バスケットファンに「ク

オーター」や「カンファレンス」は気にならない。競技者・愛好家は、こうした専門用

語を使うことで、効率的にその競技の流れをつかみ、勝敗の理由を知ることができる。

この場合、カタカナ語は文章を理解する際の妨げにはならない。 

 ところがスポーツ面以外の一般の面にこうしたカタカナ語が登場すると、にわかに読

解するうえの障害として意識されるようだ。黒柳徹子さんが叙勲を受けたときの記事で、

健康のため「スクワット」をやっている、という談話が社会面に載った。運動記事では

おなじみの言葉だが、このときは意味が分からないという数件の問い合わせがあった。 

 

 下線にある通り、スポーツには外来語が多く登場するが、あまり気にされていない可能性

が高い。一方で、スポーツ分野の外来語に対する難しさや、「これは知っていて当然だ」と

いう評価は、人によって異なりそうである。 

 

2.2. カタカナ表記の語に関する研究 

成田・榊原(2004)では、「ケータイ」をはじめとする外来語ではないのにカタカナで表記

される語の表記のあり方が整理されている。インターネット上に展開されている各マスメデ

ィアの WEB サイトから用例データを収集し、分析した結果、次の 7 つの仮説が提示された。 

 

(7)日本語の表記戦略(仮説) 

1．明らかに外来語である語は、カタカナで書け。 

2．固有名は、決まった表記があればそれに従え。 
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3．漢字で書ける語は、漢字で書け。 

4．動物、植物、オノマトペ・畳語は、カタカナで書いてもよい。 

5．漢字で書けるはずの語で、漢字がわからない、あるいは読みにくいと思われるとき 

は、カタカナで書け(活用語尾はひらがなでよい)。 

6．音を明示したい、意味をきわだたせたい、などの表現意図があるときは、カタカナで

書け。 

7．上記のいずれにもあてはまらない場合は、ひらがなで書け。  

 

 ファッション雑誌とスポーツ雑誌に関しても、上記の「表記戦略(仮説)」に当てはまると

ころが大きい。基本的に、カタカナ表記になっているのは外来語（和製英語を含む）であり、

他に 4 の「動物、植物、オノマトペ・畳語」や 6 のような例が見られる。「サヨナラ勝ち」

などはその類のように思われる。 

 沖森他(2011)では、カタカナの用途として、(1)外来語（漢語は除く）、(2)擬音語・擬態語、

(3)自然科学の用語、(4)漢文訓読の送り仮名、(5)画数の多い語、(6)流行語、俗語、(7)表意性

の消去、(8)対話的な宣伝、(9)外国人の話す日本語、ロボットや宇宙人などのことば、を挙げ

られている。(8)の「対話的な宣伝」として、「ココロとカラダの悩み」、「アナタの疑問に

答えます」といった例が挙げられており、 

 

  新鮮な宣伝効果を狙って、しばしばこのように片仮名を用いて目立たせていることがあ 

  るが、これは消費者と対話するような雰囲気を込めた使い方である。 

 

と述べられている。このように、カタカナで表記することで「新鮮」や「目立つ」といった

効果が得られる場合もあると考えられる。 

 

 

3．調査資料と用例 

3 節では、ファッション雑誌とスポーツ雑誌の調査資料ならびに用例数、外来語の原語を

示す。 

 

3.1. ファッション雑誌の用例 

 ファッション雑誌は、20 代向けや 30 代向けなど、雑誌によって読者の年齢層が異なる。

さらに、ファッションの系統も、カジュアル、ストリート、フェミニン、ギャルなど多岐に

わたる。こうしたことを踏まえ、読者層が重ならないよう、できる限り多くの雑誌を調査し

た。以下、雑誌の用例数を、出版年・出版社・総ページ数と併せて表 1 に示す。雑誌ごとに

まとめたうえで、出版年の古いものから挙げる。 
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  表 1 ファッション雑誌の調査結果 
番号 雑誌名 用例数 出版年 出版社 ページ数

1 『non・no』 21 号 144 2000 年 集英社 266

2 『non・no』 11 号 124 2001 年 集英社 344

3 『non・no』 22 号 240 2005 年 集英社 242

4 『JJ』 3 号 37 2010 年 光文社 238

5 『ViVi』 10 号 57 2011 年 講談社 388

6 『ViVi』 11 号 30 2013 年 講談社 432

7 『ViVi』 5 号 27 2015 年 講談社 368

8 『Men’s non・no』 5 号 18 2012 年 集英社 314

9 『Men’s non・no』11 号 34 2015 年 集英社 230

10 『Ray』 4 号 21 2014 年 主婦の友社 258

11 『smart』 4 号 89 2014 年 宝島社 194

12 『ar』 12 号 61 2015 年 主婦と生活社 270

13 『an・an』 No.1976 6 2015 年 マガジンハウス 110

14 『an・an』 No.1983 8 2015 年 マガジンハウス 110

15 『CanCam』 7 号 60 2015 年 小学館 268

16 『FUDGE』 10 号 35 2015 年 三栄書房 208

17 『FUDGE』 11 号 30 2015 年 三栄書房 216

18 『Ranzuki』 1 号 8 2015 年 ぶんか社 130

19 『mini』 5 号 26 2015 年 宝島社 157

20 『mini』 6 号 68 2016 年 宝島社 130

21 『JELLY』11 号 22 2016 年 ぶんか社 162

 合計 1145  

 

 

 ファッション雑誌計 21 冊より 1145 例を得た。通し番号 8・9 の『Men’s non・no』と 11 の

『smart』は男性向けの雑誌で、それ以外は女性向けの雑誌である。 

 総ページ数に対して、用例数の割合が高いのは『non・no』である。より総ページ数が多い

『Vivi』に比べて、多くの用例が得られている。これに対し、用例が少ないのは、『Ranzuki』

と『an・an』である。 

 なお、ファッション雑誌の用例数は、主として各号の特集内容に左右されると考えられる。2)

たとえば、『Men’s non-no』の用例数は、2012 年の 5 号よりも 2015 年の 11 号のほうが多い。

11 号の特集は、「今秋に買うべきメンズのアウターとパンツ」であり、「チェック柄」「バー

コード調」など服飾に関する語が多く見られるためであると考えられる。こうした各雑誌各

号の特集内容が、用例数の差に結びついている。 

 また、ファッション雑誌の外来語の原語は、次の通りとなった。表 2 にその用例数と用例

を示し、調査した全体の原語の割合を図 1 に示す。 
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  表 2 ファッション雑誌の外来語の原語 

 

 
図 1 原語による分類（割合） 

 

 

 図 1 からも明らかな通り、外来語の原語に関しては、英語の占める割合が 90%強で最も高

い。また、ヨーロッパのフランス語や、ポルトガル語を原語とするものも見られる。フラン

ス語の「キャミ（キャミソールの略）」や「シルエット」「シフォン」「モード」など、2000

年～2005 年の雑誌にも 2011 年～2016 年の雑誌にも見られ、ある程度定着していると考えら

れる。ポルトガル語も、「ボタン」「マント」といった、定着していると考えて差し支えな

い語が挙がった。 

なお、外来語以外に、日本語（和語）をカタカナ表記したものも見られるため、調査対象

には含めないが用例を採取した。今回の調査では 101 例見られ、英語に次いで用例数が多か

原語 用例数 用例 

英語 1053 チェック柄、パワー全開、旬スカート、細ボーダー 
フランス語 62 ボルドー色、黒シフォン、花モチーフ、美シルエット

ポルトガル語 10 マント風、金ボタン、第一ボタン 
ドイツ語 5 リュック風、ワッペン風、推しテーマ 
イタリア語 4 流行ブラボー、ビバ散財、カプリ丈、プッチ柄 
和製英語 4 柄パギンス[パンツ＋レギンス]、細身ノースリーブ 
スペイン語 2 ガウチョ丈、ポンチョ型 
オランダ語 1 ゴム製 
ラテン語 1 グラディエーター風 
不明 3 キボシ仕様、パシュミナ風 

合計 1145  
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った。以下に用例の一部を挙げる。 

 

今ドキ（今時）、オンナ度（女性らしさの度合い）、恋バナ（恋愛の話）、ツヤ肌（ツヤ 

ツヤの肌）、ツンツン系（ツンツンした愛想のない女性）、ドヤ顔（得意げな顔）、ヌケ 

感（程よい余裕を感じさせる様子）、モテ顔（異性あるいは同性に好評される顔） 

 

これらは、成田・榊原(2004)の日本語の「表記戦略(仮説)」の、4 か 6 に当てはまりそうで

ある。また、このように本来は漢字や平仮名で表記する和語（漢語）もカタカナで表記され

ていることで、より一層ファッション雑誌の表現は多彩になり、一方で、一見複雑になって

いると感じられるのではないかと考えられる。 

 

3.2. スポーツ雑誌と用例数  

 スポーツ雑誌は、スポーツの種目によって外来語の数が異なると考えられる。たとえば石

綿(1960b)では、相撲や柔道のような日本の伝統的なスポーツには外来語が用いられないと指

摘されている。このように、スポーツの専門によって、雑誌内の用例数が変わる可能性は高

いと考えられる。今回は、スポーツ全般を取り扱っている雑誌『Number』、小・中学生のた

めの軟式野球マガジン『Hit&Run』、山岳雑誌『山と渓谷』を調査対象とした。以下、ファッ

ション雑誌と同様に、用例数を出版年・出版社・総ページ数と併せて示す。 

 

 

表 3 スポーツ雑誌の調査結果 

番号 雑誌名 用例数 出版年 出版社 ページ数

1 『Number』173 号 285 1987 年 文藝春秋 118
2 『Number』741 号 237 2009 年 文藝春秋 116
3 『Number』818 号 258 2012 年 文藝春秋 118
4 『Hit&Run』第 7 巻 3 号 328 2010 年 ベースボール・マガジン社 98
5 『山と渓谷』No.970 464 2016 年 山と渓谷社 210
 合計 1572

 

 

 スポーツ雑誌計 5 冊より、1572 例を得た。 

最も用例数が多いのは『山と渓谷』である。これは、総ページ数が多いこととも関連する

と考えられる。次いで『Hit&Run』、『Number』と続く。 

『Number』の各号に関しては、多少のばらつきはあるものの、200～300 の間で用例数を

得られており、大きな差異はないと考えられる。ただし、1987 年に出版された 173 号に関し

ては、他に比べてやや文字数が多く感じられる。また、173 号では「ガイジン助っ人」の特

集が組まれており、外国人野球選手に関連する記事が 10 ページから 83 ページと 94 ページか
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ら 103 ページにかけて掲載されている。これに対し、741 号は特集「日本シリーズ完全詳報」

であり、海外の選手にスポットを当てたものではない。こうした特集の違いが、用例数にや

や影響すると思われる。また、818 号は、特集「心が震える 99 の言葉。」であり、出版年に

活躍したアスリート、たとえばイチロー（野球）、本田圭佑（サッカー）、福原愛（卓球）、内

村航平（体操）の言葉が掲載されている。 

『Number』173 号・741 号は、特集を見て明らかな通り、野球に関連する記事の割合が高

かった。しかし、同じ野球を扱う雑誌でも、『Hit&Run』は『Number』よりさらに多く用例を

得られた。これは、『Number』が活躍した選手へのインタビューや試合結果など時事的な出

来事を中心として扱っているのに対し、『Hit&Run』はトレーニング方法やトレーニングに使

用する器材を扱うことによると考えられる。同様のことは『山と渓谷』にもいえ、登山用具

などに混種語が見られる。特定の種目を扱う雑誌は、種目によって異なる可能性はあるもの

の、今回の調査では、内容が専門的になる分、外来語や混種語の割合も高くなった。 

 また、スポーツ雑誌の外来語の原語は、次の通りとなった。3) 用例数と語例を表 4 に示し、

調査した全体の原語の割合を図 2 に示す。 

 

 

 表 4 スポーツ雑誌の外来語の原語 

原語 語数 語例 
英語 1427 プロアマ交流、大ファン、夏山シーズン 
アメリカ英語 118 ホームラン量産、ミート力、初ホーマー 
和製英語 40 昨オフ、直筆サインボール、標準コースタイム 
フランス語 22 デビュー当時、選手サロン、練習メニュー 
ドイツ語 13 アイゼン装着、エネルギー源、ビバーク講習会 
イタリア語 5 ソロ本塁打、海鮮パスタ 
オランダ語 5 ガラス繊維、コーヒー好き、ビール飲み、 
アングロノルマン語 2 ウエーバー方式 
ポルトガル語 1 受賞パン 
中国語 1 ロートル化 
韓国語 1 サムゲタン風ごはん 
朝鮮語 1 キムチ(ギョーザ)鍋 
旧満州 1 (キムチ)ギョーザ鍋 
合計 1637  

スポーツ雑誌とファッション雑誌の混種語に関する研究

8



 
 

 
図 2 原語による分類（割合） 

 

 

 スポーツ雑誌においても、ファッション雑誌と同様、外来語の原語は、英語が全体の 87%

を占め高い割合となった。 

種目別に見た場合、7.2%の割合を示すアメリカ英語は、ベースボールを起源とするアメリ

カの野球用語からきているものである。また、ドイツ語については、「アイゼン装着」「ツエ

ルト泊」など、13 例中 12 例が登山の用語であるという偏りを見せた。 

 なお、スポーツ雑誌については、1 語につき 2 つの外来語が見られる場合がある。たとえ

ば、以下のようなものである。 

 

ミート力向上トスバッティング（meet、toss batting ともにアメリカ英語） 

バッティング向上メソッド（batting はアメリカ英語、method は英語） 

 

 「ミート力向上トスバッティング」はアメリカ英語 2 例、「バッティング向上メソッド」

はアメリカ英語 1 例と英語 1 例と数えるため、実際の用例数よりも多くなる。なお、1 語の

なかに複数の外来語が見られる例は、今回の調査において、ファッション雑誌には見られな

かった。 

 

 

4. ファッション雑誌の分析結果と考察 

 

4.1. ファッション雑誌の語構成 

 ファッション雑誌における混種語を、語構成に基づいて分類すると、表 5 のようになる。 
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表 5 語構成による分類（ファッション雑誌） 

語構成 用例数 用例 

外来語＋漢語 331 クール派、コーデ力、ヘア美人、ワイド感 

外来語＋和語 219 カーキ色、トート型、ピーチ肌、ビジュー付き

漢語＋外来語 304 今シーズン、定番コーデ、美シルエット 

漢語＋和語＋外来語 6 基本色アイテム、旬顔ジーンズ 

漢語＋外来語＋漢語 3 乗馬ブーツ風、東京ゾンビ倶楽部、服ラブ連載

和語＋外来語 274 赤リップ、推しコーデ、春スタイル 

和語＋漢語＋外来語 3 赤系ツイード、癒し系ガール、小悪魔レッド 

和語＋外来語＋和語 3 大人ライン柄、おフェロ顔、おフェロ髪 

和語＋外来語＋漢語 1 老舗ブランド品 

和語＋和語＋外来語 1 長め丈シャツ 

合計 1145  

 

 

 これによると、ファッション雑誌に見られる混種語は基本的に 2 語で構成されている。2

語の組み合わせの場合、前接語が修飾語となり、後にくる被修飾語を限定している。たとえ

ば「コーデ力」は「（服などを）コーディネートする力」で、「ピーチ肌」は「ピーチのよう

な肌」である。また、3 語の組み合わせの場合も、 

 

[[[旬][顔]]ジーンズ]  [[[癒し][系]]ガール]  [[[乗馬][ブーツ]]風]  [[[大人][ライン]]柄] 

 

のように構成されており、「旬顔＋ジーンズ」「癒し系＋ガール」「乗馬ブーツ＋風」「大人ラ

イン＋柄」の意味的には 2 語構成である。 

 

4.2. ファッション雑誌における混種語の特徴 

ファッション雑誌の語は、大きく①服やメイクなどいわゆるファッションに関わる語（○

○肌、○○スカート）と、②人を形容する語（○○ガール）、そして、③それ以外の語（テ

スト日など）に分かれる。 

 

① 服やメイクなどいわゆるファッションに関わる語 

 特に多く得られるのは、以下のような形容詞的な用例である（以下、[ ]内は岩崎による

補足）。 

 

(1) a チェック柄や、襟やそで口が白いクレリック型[襟と袖口に白無地の生地を用いた 

シャツのことを指す]も気になる。トラッド復活！の今年、見逃せないのがタッタ 

ーソール柄のシャツ。ジーンズにも OK！(『non・no』21 号 2000〈平成 12〉p.10) 

スポーツ雑誌とファッション雑誌の混種語に関する研究

10



 
 

 b パイソン柄のサボでエッジを効かせて。 (『CanCam』7 号 2015〈平成 27〉p.59) 

 

これらの例は、[[[チェック][柄]]のシャツ]のように、前接語が被修飾語となる「柄」「型」

を形容し、さらに「－柄」「－型」の 1 語で服（シャツなど）を形容する。今回の調査では、

「－柄」が 130 例見られた。これに対し「－型」は 20 例であり、「－柄」が特に多いという

結果になった。 

これらの語は、語構成も単純であり、意味も服や小物を形容するもので、写真などの画像

と組み合わせればより分かりやすく、理解することはそれほど難しくない。ファッションに

おいては、服などの模様や色彩、どういった特徴（カジュアルかシンプルかなど）を持つか

といった点が情報として重要であり、そうした情報を読み取ることができれば概ね滞りなく

読むことができる。 

一方で、語構成や意味・用法が単純であり、多くの派生語を生み出せるが故に、どの程度

理解されるか、定着するかといった点は、語によって異なると考えられる。たとえば「チェ

ック（柄）」はファッションにさほど興味のない人にも広く知られる語と推測されるが、「タ

ッターソール（白色の生地にはっきりした色を組み合わせて作られたチェック）（柄）」や

(1) b の「パイソン（蛇の一種で、その蛇の柄）」はどのような模様か想像できない読み手が

増えるのではないだろうか。このように、ファッション雑誌における語が理解できるか否か

は、読み手の（特にファッション業界の語に対する）語彙力によると考えられる。 

また、(1)は和語が接尾語のように用いられている例だが、漢語系の接尾語を用いた例も見

られる。 

 

(2) アウトドアでも使える！グラディエーター風。足がガッチリホールドされて超使える 

アイテム！！                   (『mini』5 号 2015〈平成 27〉p.71) 

(3) 春のトレンドはすべてここから発信！ We love D&G 秋冬に比べると、この春はナ 

チュラル感があって甘めな傾向。        (『JJ』3 号 2010〈平成 22〉p.32) 

(4) グリーン系チェックは＋黒のレザーでクールに (『ViVi』10 号 2011〈平成 23〉p.51) 

 

これらは、「グラディエーター風の靴」「ナチュラル感のある服」「グリーン系のチェッ

ク柄の服」というように形容詞的に用いられている。他にも、「－度（オイリー度、ブルー

度、カジュアル度など）」や「－派（カジュアル派、シンプル派など）」などが見られる。 

また、接頭語的な語＋名詞の例も見られる。この場合は、主に色彩を表す形容詞が接頭語

的に用いられる。 

 

(5) 白いまつ毛でおめかしして、お鼻も両手も両足も、白いパウダーでお化粧。サングラ 

スも白、そしてコスチュームは白ベースのリゾートウエアと、こだわりが凝縮された! 

  (『non・no』21 号 2001〈平成 13〉p.12) 
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 「ベース」を修飾する場合、他にも「黄色ベース」「透明ベース」といった類語が見られ

る。また、色彩以外に、「甘辛－（甘辛バランス、甘辛ミックス）」が見られた。 

以上に挙げた例は、「チェック柄のスカート」や「グリーン系のシャツ」のように形容詞

的に用いられる。 

一方、次に挙げる例は名詞的である。 

 

(6) アラフォーは、去年と同じじゃモテません！今こそ、“流行りの”ベーシック服に買 

い替える!!          (『MEN’S NON・NO』11 号 2015〈平成 27〉p.212) 

(7) ガーリーコーデも黒小物でクールにキマるね チェスターコート×台形スカート 

(『Ranzuki』1 号 2015〈平成 27〉p.46)  

(8) チェックガウン×黒スキニーパンツ×キャンバスハイカット 

 (『mini』5 号 2015〈平成 27〉p.44) 

 

 これらも、「ベーシックな服」「台形のスカート」であり、つまるところは商品の形容と

なっている。形容詞的な例と異なるのは、被修飾語が名詞になる点である。ただし、単純に

形状や色彩を示す語だけが前接語となるわけではなく、「主役ニット」のような例もある。

これは「ニットが主役となるようなコーディネートになる、存在感のあるニット」となる。

留学生など海外の人であれば、主役といえば人物として学習している可能性が高く、「主要

な役割を果たす」という意味で読み取る必要が出る。 

 他に、服や小物だけではなく、メイクや髪型に関する例が見られる。 

 

(9) フェミニン顔になれるアイテムはもちろん、かわいいポーチにも大注目! 

(『non・no』22 号 2005〈平成 17〉p.180) 

(10) 世にも可愛い花嫁ヘア            (『ar』12 号 2015〈平成 27〉 p.140) 

 

(9)は「フェミニンな雰囲気のメイクを施した顔」であり、前接語は形容動詞である。(10)

の「ヘア」も前接語は形容動詞的で、「花嫁がするようなヘア」である。他に、「秋ヘア（秋

らしいヘア）」のように派生語が見られる。また、「－顔」や「－ヘア」以外にも、「薄メ

イク」「夏メイク」といった「－メイク」などが見られる。 

以上の通り、名詞的な例についても、構成や意味・用法は、先に挙げた形容詞的な例と変

わらず、ファッションにとって重要な服の傾向や形、模様、色彩などを表す。なお、「完全

マスター」や「代謝アップ」など出来事に相当するものなど例外はあるが、ほぼすべての例

が形容詞か名詞のどちらかに分類される。 
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② 人を形容する語 

 ①に比べて少数で、44 例である。 

 

(11) a SEXY 至上主義の雌ガールにとって、タイツは脚を隠すものでも防寒するものでも 

ない。タイツは、最大のセックスアピールパーツである脚にフォーカスさせるため 

のスペシャルツール。           (『ar』12 号 2015〈平成 27〉p.32) 

   b 冬ならではのキュンと清潔な空気と透明感のある光の中でキラキラと、少し優しい 

風を感じながら、癒し系ガールになってみたくて。 

(『ar』12 号 2015〈平成 27〉p.68) 

c 飯ガールへの Love Letter。12 月といえば、一大イベントのクリスマス！ 

(『ar』12 号 2015〈平成 27〉p.178) 

   d 《マリークヮント》と過ごす知的ガールの日常 

(『FUDGE』10 号 2015〈平成 27〉p.86) 

 

 (11)のような「○○ガール」は、雑誌『ar』に多く見られる。「雌ガール」は「機嫌がよく

健康的で、エロチックな女子」を指す。「癒し系ガール」は「見ているだけで癒される女子」、

「飯ガール」は「食べることが大好きな健康的な女子」、「知的ガール」は「知的な女子」

で、「雌」「癒し系」「飯」「知的」から連想される内容の女子となる。「癒し系」「知的」

は連想しやすいが、「雌」「飯」は、「雄」の対になるものであったり、「穀物」や「食事」

のみを表したりするため連想しにくい。雑誌の文脈から意味を読み取る語であると考えられ

る。 

 他に、以下のような語が見られる。 

 

 (12) a ボックスプリーツのスカートは、やっぱりクラシック派必見アイテム。 

(『non・no』21 号 2000〈平成 12〉p.8) 

   b シンプルスカート派 vs.主役スカート派着こなし対決！ 

(『non・no』11 号 2001〈平成 13〉p.233) 

(13) a PICK UP 読者モデルが次に欲しいスマホはこれだ！ 

(『smart』4 号 2014〈平成 26〉p.61) 

    b 新人ライターとして、今企画でも体当たりで全パンツを試着！ 

(『non・no』22 号 2005〈平成 17〉p.81) 

 

 (12)の「－派」は、前接語が服のジャンルやブランドになっており、それを好む人たちを

指す。(13)は、外来語が職業を指しており、漢語は「読者の」「新人の」などその人を形容

している。(12)は服の特徴を示す際にも用いられる表現であり、語構成は同じであるが、そ

の点で人を指すか服を指すか文脈で判断する必要がある。しかし、前接語さえ理解していれ

ば、(11)に比べて意味を連想する必要などもなく、容易な用例といえる。 
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③ それ以外の語 

 ファッションとは関連のない記事に見られる用例を指す。22 例見られた。 

 

 (14) a そしてちょっと気が重い、学校のテスト日やバイトのシフトにもペタッとすれば、 

     手帳の中だけでも少し楽しくなれる？(『non・no』21 号 2000〈平成 12〉p.102) 

   b 『Reading books』 休日の読書タイムは洗練されたプレッピースタイルが◎ 

(『FUDGE』 10 号 2015〈平成 27〉p.137) 

    c 洗練されたオトナの男たちに学ぶダンディズム研究 いつの時代も人々を魅了し 

     て止まない“ダンディズム”の正体とは？ (『smart』4 号 2014〈平成 26〉p.63) 

 

 (14) a は「テストがある日」、(14) b は「読書をする時間」、(14) c は「ダンディズムを研

究する」である。これらは、ファッション雑誌の内容ではあるもののファッションの用例と

は異なるため、それぞれに理解が必要である。しかし、語構成としては、「テスト＋日」「読

書＋タイム」「ダンディズム＋研究」で、意味についても格助詞「の」を補うことで理解で

き、大きな混乱を生じることはないと考える。 

 

4.3. ファッション雑誌まとめ 

 ファッション雑誌の混種語は、基本的に 2 語で構成されており、特に「－柄」や「－系」

「－肌」のような、服や小物、人の肌や顔（特にメイクを施した顔）や髪型などを形容する

用例の使用頻度が高い。ファッション雑誌という性格上、身に着ける服飾品の色彩や質感、

雰囲気、肌などの人の体の一部などを視覚化して伝える混種語が用いられるためと考えられ

る。この派生のパターンと意味・用法の特徴を把握しておけば、初めて見る語が多く出てき

たとしても、語構成から意味を推し量ることが可能である。一方で、語彙については「ボタ

ン」「マント」など定着している語から、「パイソン」「ジェラート」など定着していない

のではないかと思われる語まで様々のため、読み手の語彙力によって難解な場合もある。 

また、ファッション雑誌とはいえ、人を形容する語やファッションとは関連しない語も見

られるが、それらについても基本的には 2 語構成で、前接語が修飾語として機能している。

語彙がファッション分野のものと異なるのみで、外来語への語彙理解があれば理解は容易で

あると考えられる。 
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5. スポーツ雑誌の分析結果と考察 

 

5.1. スポーツ雑誌の語構成 

 スポーツ雑誌における混種語を、語構成に基づいて分類すると、次のようになる。 

 

 

表 6 語構成による分類（スポーツ雑誌） 

語構成 用例数 用例 

外来語＋漢語 690 シーズン途中、チーム力、ベテラン選手

外来語＋和語 76 エラー絡み、チーム作り、ゴーグル越し

外来語＋漢語＋外来語 22 パワー系トレーニング、ソロ用コッヘル

外来語＋漢語＋漢語 8 アイゼン装着可能、クラス最軽量 
外来語＋和語＋外来語 4 レフト前ヒット 
外来語＋漢語＋漢語＋外来語 3 マイペース登高能力テスト 
外来語＋和語＋漢語 2 プロ入り後、タイムリー2塁打 
外来語＋漢語＋外来語＋漢語 2 リーグ最強チーム同士 
外来語＋漢語＋和語 1 ストレッチゲイター一体型 
外来語＋漢語＋漢語＋漢語 1 ヘルメット着用奨励山域 
漢語＋外来語 573 昨シーズン、専用カタログ、大ファン 
漢語＋外来語＋漢語 63 近代フットボール発祥地 
漢語＋漢語＋外来語 10 衝撃吸収ダンパー、登山用品メーカー 
漢語＋外来語＋漢語＋外来語 10 大リーグ選抜チーム 
漢語＋和語＋外来語 2 年間掛け捨てタイプ 
漢語＋外来語＋外来語 2 男子ゴルフトーナメント 
漢語＋漢語＋外来語＋外来語 2 安全登山サポートシステム 
漢語＋漢語＋外来語＋漢語 2 学童大会優勝チーム紹介 
漢語＋漢語＋外来語＋和語 1 安全指導センター前 
漢語＋漢語＋漢語＋外来語 1 日本中学生野球フォーラム 
漢語＋和語＋漢語＋外来語 1 女子ウケ抜群メニュー 
和語＋外来語 84 勝ちパターン、控えドライバー 
和語＋漢語＋外来語 5 付け足し的メンバー、雪山軽量モデル 
和語＋外来語＋漢語＋漢語 3 日本プロ野球選手会 
和語＋外来語＋和語 2 一塁ベース手前 
和語＋外来語＋和語＋外来語 1 軸足ボール踏みティー 
和語＋和語＋外来語 1 二〇本爪アイゼン 

合計 1572  
 

 

 今回の調査では、数字は語構成に含めない。よって、「二〇本爪アイゼン」は、「（二〇）本

＋爪＋アイゼン」として分類した。また、野球用語の「プロ野球」「大リーグ」「大リーガー」

『国際言語文化学会　日本学研究』第 2号（2）

15



 
 

「日本シリーズ」は既に定着した語として調査例から省いたが、一方で「日本プロ野球選手

会」のような例は「プロ＋野球」として分類している。選手会についても「選手＋会」と分

けられるが、今回は「系」「力」など接辞的な語を「パワー＋系＋トレーニング」のように分

類し、「選手会」は 1 語とした。 

 スポーツ雑誌でも、漢語と外来語あるいは外来語と漢語の 2 語構成の割合が高く、合計で

1423 例見られ、90%強を占める。ファッション雑誌に比べて、語構成のパターンが多く、よ

り多くの語が結びつく傾向にあると考えられる。3 語以上が結びつく場合、 

 

[[[パワー][系]][トレーニング]]      [[[[軸足][ボール]][踏み]][ティー]]  

[[[[ヘルメット][着用]][奨励]][山域]]   [[雪山][[軽量][モデル]]] 

 

となり、意味としては「パワー系＋トレーニング」「軸足ボール踏み＋ティー」「ヘルメット

着用推奨＋山域」「雪山＋軽量モデル」の 2 語の構成で理解することができる。 

 

5.2. スポーツ雑誌における混種語の特徴 

 スポーツ雑誌の混種語は、①接頭語や接尾語的な語が用いて構成される語と、②それ以外

のスポーツ用語、そして③スポーツとは関連しない語に分かれる。 

 

① 接頭語／接尾語的な語を用いて構成される語  

 時間や空間などを示すもの、商品などの性質や素材を示すもの、「－ファン」「－力」と

いった語と、さらに分かれる。（以下、【 】内は岩崎による。スポーツの種目を示す）。 

 

(15) a 昨シーズンの’86 年、バースは再び三冠王となった。【野球】 

(『Number』173 1987〈昭和 62〉p.95) 

b 国内最大手のツアー会社が企画したツアー登山中に、参加者の中年女性が体調不良 

を訴え、救助を要請してくる。【登山】  (『山と渓谷』970 2016〈平成 28〉p.76) 

(16) a 読売は 3 回裏、レフト前ヒットで出塁の明石が二盗に成功【野球】 

(『Hit&Run』第 7 巻 3 号 2010〈平成 22〉p.22) 

    b 100m 決勝はゴール手前から腕を広げるパフォーマンスを見せながらも、自身の持 

       つ世界記録を破る 9 秒 69 という前人未到のタイムを叩き出した。【陸上】 

(『Number』818 2012〈平成 24〉p.78) 

 

(15)のような、漢語あるいは和語が接頭語・接尾語的に用いられてある時間帯を示す例は、

他に「来－（来シーズンなど）」「今－（今シリーズなど）」「－直前（レース直前など）」「－

後（ゴール後など）」などがあり、82 例見られた。(16)のような、場所を示す例は、他に「－

側（イン側、アウト側など）」「－裏（ネット裏など）」などがあり、28 例見られた。その種

目の活動期あるいは一つの試合（レースなども含む）のある時間帯や場所を示す語である。 
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 次のような語は、商品などの性質や素材を示す。 

 

 (17) a これにより、優れたフィット性とホールド性による「ブレないカカト」を実現し、 

グリップ性と軽さのさらなる進化を可能としてある。【野球】 

(『Hit&Run』第 7 巻 3 号 2010〈平成 22〉p.89) 

b 卓越したフィット感【登山】      (『山と渓谷』970 2016〈平成 28〉p.7) 

(18) 逆に、普段と同じような感覚でカップを使いたい人は、ステンレス製や断熱構造を 

施したタイプがおすすめ。【登山】    (『山と渓谷』970 2016〈平成 28〉p.149) 

 

 (17) a は靴、(17) b はスノーギアの性能について述べている。これらは、ファッション雑

誌と同様で、「－性」「－感」が漢語性接尾語であり、前接する外来語がどのような性質、感

覚、製品なのかといったことを形容している。また、次のような語も、後接語がある程度固

定され、接尾語のようになっていると考えられる。 

 

 (19) a 競艇ファンの話題は、この 6 人がどのような艇位置をキープしながら、I マークを 

強襲するかにしぼられていった。【競艇】  (『Number』173 1987〈昭和 62〉p.66) 

b そのギャップを埋めることから新たなチーム作りは始まったのだ。【野球】 

(『Number』741 2009〈平成 21〉p.21) 

c 初戦でトップ選手と当たるリスクを避けた行動だった。【テニス】 

(『Number』818 2012〈平成 24〉p.103) 

(20) a イン勝率 26% という数字がある。全国 24 ヵ所ある競艇場のなかで、第 1 ターン 

マークをインで突くレーサーの勝つ率が、日本一低いのが尼崎なのだ。【競艇】 

(『Number』173 号 1987〈昭和 62〉p.66) 

   b シングル戦、タッグ戦両論あってのプロレスである。【プロレス】 

(『Number』818 2012〈平成 24〉p.108) 

c 交歓会では、ミート力向上につながった練習法を提案した。【野球】 

(『Hit&Run』第 7 巻 3 号 2010〈平成 22〉p.55) 

 

 (19) b の「チーム作り」は、「チーム力」など「チーム」が接頭語的になる場合もあれば、

「女子チーム」のように接尾語的に用いられることもあり、派生しやすい。 

 また、「－ファン」「－選手」「－戦」「－力」などは、いずれも前接語と後接語の意味を理

解していれば、「○○のファン」「○○の／○○な選手」を理解していれば容易な語であると

思われる。 

 ただし、(20) a の「イン勝率」は、後文脈で意味が説明されており競艇に詳しくなければ

理解できない可能性が高く、専門的な語も少数ながら見られることが分かる。 
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② それ以外のスポーツ用語 

 既に用語が一般的になっている場合と、より専門的な場合に分かれる。 

 

 (21) a 憧れのプロ野球選手はいましたか。【野球】 

(『Hit&Run』第 7 巻 3 号 2010〈平成 22〉p.11) 

   b 松田はメダル至上主義を肯定はしないが、受け入れるしかないと考えている。【五輪】 

 (『Number』818 2012〈平成 24〉p.30) 

 

「プロ野球」や「メダル」は、スポーツ雑誌のみでなく、マスメディアでも用いられる。

外来語と和語・漢語の組み合わせではあるが、語彙として定着しており、雑誌で目にしても

外来語が氾濫しているとは感じさせにくいと考えられる。(21)のように、「プロ野球」や「メ

ダル（金メダル、銀メダルなども）」と別の語を組み合わせて複合語が作られることもあり、

一般的な語として定着しているといえるだろう。 

 

(22) a 僕もセッター出身だから分かるけど、あんな怪我だったら僕ならコートに立てない。 

   【バレーボール】            (『Number』818 2012〈平成 24〉p.86) 

b 棒トップハンド・ウォーキング[練習法。トップハンド（後ろ手）で、約 50cm の 

竹の棒を持ち、素振りを行う。前の手はバランスを保つためベルトを握る]【野球】  

(『Hit&Run』第 7 巻 3 号 2010〈平成 22〉p.55) 

  c 装備を切り詰めるためテントではなくツエルト泊とし、シュラフ、ストーブ、燃料、 

食料などを容量約 40l のザックに詰め込んだ。【登山】 

(『山と渓谷』970 2016〈平成 28〉p.55) 

 

これらの例は、種目のポジションやトレーニング方法、専門的な用語を知らない場合には

理解が難しくなると思われる。バレーボールやサッカーといった国民に認知されている種目

のポジションは問題ないかもしれないが、認知度の低い種目になるほど外来語が難解になる

可能性が高い。 

以上のことから、スポーツ雑誌において外来語が用いられる場合は、そのスポーツの競技

経験者であるか否か、そのスポーツ競技に対して、読み手がどの程度知識を持っているか、

興味関心があるといったことが、理解力に関連すると考えられる。 

 

③ スポーツとは関連しない語 

ファッション雑誌と同様、スポーツ雑誌に見られるものの、スポーツとは関連しない語も

見られる。 

 

 (23) a インフルエンザ対策のマスクをしての搭乗だった。【野球】 

(『Number』741 2009〈平成 21〉p.20) 
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   b こんな差し入れがあったら練習も試合も頑張れちゃうという、差し入れランキング 

の発表です。【野球】      (『Hit&Run』第 7 巻 3 号 2010〈平成 22〉p.85) 

   c マスクの息苦しさ、メイクくずれを気にせず過ごせる。【登山】 

(『山と渓谷』970 2016〈平成 28〉p.88) 

 

 以上に挙げたとおり、スポーツと関連しない語は、「インフルエンザの対策」「差し入れの

ランキング」「メイクのくずれ」のように基本的に格助詞「の」で 2 語を結び付けることが可

能であり、語の理解ができれば意味も理解できるようになっている。 

 

5.3. スポーツ雑誌まとめ 

スポーツ雑誌の混種語も、基本的には 2 語で構成されている。ファッション雑誌に比べて

3 語、4 語を組み合わせて 1 つの語としているものが多く得られるが、意味としては 2 語構成

である。そのなかで、「昨シーズン」「ゴール前」など時間や場所を示す語や、「－ファン」

「－選手」「－戦」など、後接語が接尾語（接頭語）的な語が見られる。こうした構成や意

味が単純な語の理解は難しくなく、スポーツの種目ごとの専門的な語が含まれると難解にな

っていくのではないかと考えられる。 

 また、スポーツ雑誌の混種語は、読み手が専門種目の知識をどの程度持っているか、記事

として扱われる競技・種目が取り上げられる頻度や知名度などによって、難解さが決まって

くるのではないかと思われる。特にスポーツ雑誌においては、国際的なルールに関連する外

来語も多く存在しており、知識を要することとなる。 

 

 

6．おわりに 

 以上の通り、ファッション雑誌ならびにスポーツ雑誌における混種語について用例を調査、

検討し、考察を行った。双方に共通する特徴として、雑誌に現れる混種語は、構成が単純で

あり、規則を理解すると語の意味が類推しやすくなるということが明らかになった。一方で、

特に外来語を中心として、定着していない語や、専門的な語も見られる。そうした外来語（カ

タカナ語）を含む混種語については、理解度が読み手の語彙力に委ねられることとなる。 

 本研究は、工業大学に通う大学生が、カタカナと平仮名や漢字で組み合わせた語の難解さ

に興味を持ったことをきっかけとして、その構成される語について、雑誌を用いて一検討し

たものである。現代のような情報化社会において、外来語（特にカタカナ語）は、専門性の

面白さとともに、言葉の意味の豊かさとしても捉えることが出来るが、専門性や興味の乏し

さ、世代の違いによっては、その表現は、情報を共有し難く、円滑なコミュニケーションを

困難にする要因ともなる可能性もあり，大学生の学習や教育において、多様化する外来語の

言葉の壁から専門性の追求を妨げるものになる場合もあるのではないかと考えられる。以上

のことからも、外来語や混種語を調査分析しておくことは今後とも重要であると思われる。 
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(注) 

 

1）関根(2003)を引用する。 

    野球用語については、投手、野手を始め、安打、死球、野は競技者・愛好者の間で定 

    着していることに加え、加藤主悦氏の指摘するように、文字数が少なく情報量の多い 

    漢字の方が紙面を節約できるということが背景にある。「五輪」も字数の多い「オリ 

       ンピック」に代わるものとして新聞社が造語したといわれている。ただ、最近では文 

       字数を減らす手段として漢語を考案するのではなく、「コンビニエンスストア」→「コ 

       ンビニ」のように略したり、「ホームページ」→「HP」のようにアルファベット略語 

       を用いたりするケースが増えている。 

2）また、特集内容以外に、各出版社でカタカナをどの程度用いるかといった差異も考えられ 

  る。集英社の場合、『non-no』は用例数が多く得られたが、同社の『Men’s non-no』の用例 

   数は、全体と比較して多くはない。一方で、マガジンハウスの『an・an』やぶんか社の 

  『Ranzuki』『JELLY』は全体と比較して用例数が少なく、ファッション分野以外の雑誌で 

   も同様の傾向があるかなど、検討の余地はある。 

3）クリニックは、英語で clinic、ドイツ語で klinic と表記される。このように、原語が 2 通 

   り示される場合は、英語 1 例として数えた。 
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補助動詞の「～ておく」に関する一考察 
－対人配慮の視点から－ 

A note on the auxiliary Verb “-teoku”: 

From Standpoint of Personal Consideration 

 

辻 周吾 
 

Summary 

Research of expressions accompanying “-teoku” has been conducted from the standpoints of aspect and mood. 

The research described herein involves observations concerning the communication function of “-teoku.” The 

research is conducted from the perspective of a third party. A questionnaire survey of Japanese people was taken 

when establishing communication function. 

The research confirmed communication function of expressions accompanying “-teoku,” including “conveys 

a implied significance,” “leaves interpretation up to the listener,” and “provides unobtrusive feeling.” In all cases, it 

expresses “personal consideration.” Japanese people utilize this function subconsciously in ordinary conversation. 

They also use it to mutually communicating each their intentions. By conveying these characteristics to foreigners, 

they may learn the skill of personal consideration in a natural manner. 

 

 

１．はじめに 

これまで、「ておく」をともなう表現については、アスペクトやムードからの研究が行われ

てきた。前者は、動作の状態の持続、対象の変化を表すものである。後者は、動作が、行為

者のどのような意図で行われているかである。研究の流れとしては、アスペクトの視点から、

ムードの視点へと移っている。現在では、後者の方が主流となっている。 

しかし、実際の言語行動では、日本人は、これ以外の理由からも使っているようである。

たとえば、相手に指示する場面では、「準備してください」と言うよりかは、「準備しておい

てください」と言う方が、言いやすそうである。つまり、こちらの方がやわらかく伝えられ

る。こうしたことから、「ておく」をともなう表現には、相手を配慮する特徴があるのではと

考えられる。いわゆる、「配慮表現」としての特徴である。これに関する考察は、過去の研究

ではほとんど言及されていない。第三の視点にもなりうる。これが研究の所以である。 

本研究では、補助動詞「ておく」の配慮的な特徴について考察した 1。そもそも、どのよ

うな用法があるのかである。また、そこにはどのようなニュアンスが含まれ、どのような特

徴からそれを生み出しているのかである。とくに、その用法の解明に努めた。 

日本人は、普段のコミュニケーションにおいて、無意識に、「ておく」をともなう表現を利

用している。そして、円滑な意思疎通を図っている。これを解明することは、日本語学にお

ける「ておく」の意味の発見とも言える。具体的に言えば、話し手の心的態度や気持ちを表

す文法形式、いわゆるムードの範疇である。 

また、日本に長く滞在している中国人の先生に、中国語のチェックをお願いする時にも、
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「チェックします」という表現はよく聞くが、「チェックしておきます」という表現はあまり

聞かない。一般的に、日本語教育の現場では、「ておく」について、「準備としてある行為を

したり、一時的な処置をしたりする」ということを教えている。ゆくゆく、こうした配慮的

な特徴が、外国人日本語学習者に伝われば、日本人との円滑なコミュニケーションにもつな

がるであろう。 

 

２．先行研究 

「ておく」をともなう表現については、アスペクトの視点からムードの視点まで、研究が

行われてきた。なぜ、こうした２つの視点が存在するかというと、「ておく」をともなう表現

が、どちらからも説明できるからである。これらの研究には、どちらを重視しているのかと

いう違いがある。 

 

2.1.高橋氏の研究 

高橋（1969）は、両者を分けた研究である。つまり、アスペクトの特徴とムードの特徴が、

別々に存在するという考え方である。高橋氏は、動詞のあらわす動きの過程のどの部分を問

題にするかという、文法的な意味を「すがた」（aspect）、動詞のあらわす動作がなんのため

に行われるかをあらわす文法的な意味を「もくろみ」とし、「動詞＋補助動詞」で、すがた動

詞、もくろみ動詞に分けている。 

 

まず、すがた動詞として、以下の例文を挙げている。 

（1）対象を変化させて、その結果の状態を持続させることを表す。 

・そろそろあちらへお床をのべておきましてもよろしゅうございますか。 

・八時までに戸をあけておけ。 

（2）対象に働きかけないで、そのままの状態を持続させることを表す。 

・この先のこともあるからうっちゃっとけ。 

・それから部屋はこのままにしといてください。 

 

また、もくろみ動詞として、以下の例文を挙げている。 

（1）次に起こる事柄のために準備的な動作として行なう動作を表す。 

・前もって積み立てておくというように。 

（2）体験する動作を表す。 

・俺も一度その人に会っておこう。 

（3）とりあえずの動作、仕方なくする動作、故意にする動作を表す。 

・新聞小説の注文が来ないのは、自分があまりにも純粋な芸術家だからである、とでも思 

っておくこと。 

（4）「しておいて／おきながら」で「したにもかかわらず」の意味を表す。 

・あれだけの衣装を着た女を殺しておきながら、頭の物に気がつかないとは。 

 

このように、高橋氏は、すがた動詞ともくろみ動詞、いわゆるアスペクトとムードを分け

ている。しかし、例文の「八時までに戸をあけておけ」という表現は、準備を行うための動

作とも捉えられる。また、「この先のこともあるからうっちゃっとけ」という表現は、ある事

態を想定しての動作とも捉えられる。つまり、話し手の意図が存在しているのだ。このこと
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からも、アスペクトとムードを切り離して考えるのは無理がある。 

 

2.2.吉川氏の研究 

吉川（1976）は、まず、「ておく」の前に付く動詞を、「処置動詞」と「設置動詞」に分類

している。前者は、「買う」のように、（ある時までに）動作を行うものである。詳しく言え

ば、動作を行って、その結果の状態を持続させるものである 2。後者は、「貼る」のように、

（ある時まで）対象を変化させ、その結果の状態を持続させるものである。これらの分類は、

使用する前接動詞によって意味が変化する。すなわち、｢ておく｣と前接動詞のかかわりが強

いことを意識している。 

吉川氏はアスペクトの用法を基本としている。より詳しく言えば、アスペクトを基本的な

用法としながら、もくろみをその派生的な用法として位置付けている。このことについて、

以下の７つの機能を挙げている。 

 

（1）対象の位置を変化させ、その結果の状態を持続させることを表す。 

（2）対象を変化させ、その結果の状態を持続させることを表す。 

（3）ある時までに対象に変化を与えることを表す。 

（4）放任を表す。 

（5）準備のためにする動作を表す。 

（6）一時的処置を表す。 

（7）幾つかの特例。 

 

これらの分類において、吉川氏は（1）～（5）をアスペクトと、（6）、（7）を「もくろみ」

と規定している。しかし、依然としてアスペクトの用法には疑問が残る。実際に（1）～（5）

については、ムードの視点から捉えることができるからだ。やはり、アスペクトとムードを

切り離して考えると無理が生じてしまう。 

とくに注目すべき点は、もくろみの用法である。高橋氏が「もくろみ」を「すがた」から

切り離しているのに対し、吉川氏は「もくろみ」、いわゆるムードを、アスペクトを基礎とし

て派生したものと捉えている。この点は、「ておく」構文の特徴をうまくつかんでおり、これ

以降の研究への橋渡し的な特徴を表している。 

 

2.3.森田氏の研究 

その後、森田（1989）では、「ておく」を、「ある目的から、あらかじめ動作や行為を行う

こと」としている。そして、意味を、その動作が自己のためか、他者のためかによって分け

ている。前者については、「下見しておいたから安心だ」のように、「自己のために、事後を

予想して事前にその事を行う」と説明している。後者については、「思うようにやらせておく」

のように、「他者を前提とした行為で、他者をある状態にし、その状態をいつまでも続けさせ

る放任の意となる」と説明している。すなわち、準備と放任に分類している。ここでは、ア

スペクトからの説明はみられない。 

 

2.4.笠松氏の研究 

笠松（1993）は、「もくろみ」を重視した研究である。つまり、「ておく」をともなう表現

のすべてを、「もくろみ」として認めている。このことに関して、「『しておく』は《もくろみ
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動詞》であり、予想される出来事にそなえて、なんらかの《結果的な状態》をのこす、意図

的な動作をあらわしている。もくろみ動詞にさしだされる動作は、つづく場面がおこってく

るまえに、終了していて、なんらかの《結果的な状態》をのこす動作である。したがって、

この動作には《おわりの限界の達成》というアスペクト的な意味がつきまとっている」と説

明している。 

要するに、「ておく」をともなう表現は、「もくろみ」にアスペクトがからみついたものと

主張している。一つの事象で捉えていること、そして、もくろみ、つまりムードありきのア

スペクトとしていることで、「ておく」構文の特徴をうまく体現している。上記の引用にある

ように、笠松氏の「もくろみ」は「準備性」と言い換えることもできる。 

ただ、「ておく」構文の中には、この視点からの説明でも、しっくりこないものがある。た

とえば、「やめておきます」や「薬を出しておきます」などの表現である。当然、準備性とい

う概念はあるが、それ以上の概念で捉える必要がある。 

 

2.5.谷口氏の研究 

谷口（1999）では、こうした例文を集め、新たな「もくろみ」用法を提起している。以下

の用法がそれである。 

 

（1）用心／警告 

おれ、やっぱりやめとくよ。／今日はこれぐらいにしておこうか。／一言言っておくが、

二度と失敗は許さんぞ。／断っておくけど、私はそんなに馬鹿じゃないよ。 

（2）自己納得 

日本を発つ前に、一度彼に会っておこう。／元気なうちに、いろんな国を旅行しておきた

いんだ。／この町へ来るのもこれが最後だ。よく見ておこう。 

（3）仮初の行為 

まあ、一応、考えておきましょう。／まあ、そういうことにしといて下さい。／彼との関

係は「腐れ縁」とでも呼んでおこう。 

（4）聞き手への配慮 

いらっしゃい。お安くしておきますよ。／トイレ？早くいってらっしゃい。母さん、ここ

で待っとくからね。／心配は要りませんが、念のため、薬を出しておきましょう。 

 

また、谷口（2000）では、従来、強調されてきた「準備性」ではなく、「処置」という概念

から一元的に捉えている。そして、その具体的な用法として、事前的処置、一時的処置、事

後的処置の３つを提示している。このことについて、「『～ておく』という表現形式は、処置

的動作を表すのが基本であり、それらが、それに前後する事柄との関連性といった文脈的条

件によって、あとのことのための処置的動作（事前的処置）を表したり、前提的な処置であ

る一時的処置を表したり、あるいは、以前から生じている事態の終結的行為（事後的処置）

を表す場合があると考えられる」と説明している。 

このことからも、「ておく」構文において、表現意図による用法が存在することが分かる。

その中には「聞き手配慮」の用法も確認できる。しかし、筆者が思うに、実際には（2）や（3）

の例文も、対人配慮の視点から捉えられる。たとえば、「一度彼に会っておこう」と、「一度

彼に会おう」とでは、「ておく」をともなう表現の方が、やわらかく感じられる。このことは、

「考えておきましょう」と「考えましょう」とでも、同じことが言える。（4）の用法以外に
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も考察ができそうである。 

また、振り返ってみれば、「準備しておいてください」と、「準備してください」とでも、

「ておく」をともなう表現の方が、やわらかく感じられる。準備性の用法にも言えそうであ

る。このように、「ておく」の形にすることで、コト（命題）の部分を、話し手がどのように

捉えるのかという「対事的ムード」だけでなく、どのように聞き手に伝えるかという「対人

的なムード」をも表していると言える。これまでの研究からして、この特徴は、第三の視点

になりうる。 

 

３．配慮的な用法 

まず、筆者により、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を参考に、配慮的であると思われ

る表現を、ピックアップしていった 3。また、それらを、指示・断り・注意といった言語行

為により分類した。そして、「おく」のアスペクトの特徴から、９つの用法を導き出した。い

わゆる、配慮的な用法の候補である。 

2016 年 11 月～2017 年 1 月に、それらの用法を検証するために、日本語教師３０名を対象

に、アンケート調査を行った 4。「ておく」をともなう文と、ともなわない文とで、どちらが

やわらかく聞こえるかという、ニュアンスに関する質問である。そして、質問項目において、

「ておく」をともなう表現が、過半数として全体の６割を示した場合、それを配慮的な特徴

を持つものとした 5。 

その結果、配慮的な特徴を持つものとして、５つの用法が示された。これらの用法は、異

なるコミュニケーション機能を表している。以下、アスペクトの特徴から、順に取り上げて

いく。考察にあたっては、アンケート調査のデータを利用する。まず、「ておく」表現を選ん

だ理由の意見から、どのような配慮的なニュアンスがあるのかをまとめる。そして、筆者に

より、どのような理論により、そのニュアンスが生み出されるのかを考察する。 

 

3.1.指示や依頼するときに、時間のゆとりを表す 

以下の表現は、指示を与える際のものである。アンケート調査で、どちらの表現の方が、

やわらかく聞こえるのかを質問した 6。 

 

上司１：この資料、来週までに、作ってください。 

上司２：この資料、来週までに、作っておいてください。 

あなた：はい、分かりました。 

 

その結果、２の「ておく」をともなう表現は、６８％であった。判断基準としている６割

を超えており、配慮的な特徴を持つものと言える。 

また、インフォーマントが「ておく」をともなう表現を選んだ理由は、以下の通りである。

「時間的に猶予がある感じを受ける」、「期限に猶予があるように聞こえる」、「来週までにと

言われているが、急ぎの感じがしない」、「こちらの都合も考慮して話してくれているようで

ある」、「来週までに資料が出来ていればよいという意味に受け取れる」、「来週の締め切りに

間に合えば、こちらのペースで作ってよいという配慮を感じる」などの意見である。 

以上のような意見をまとめると、「時間的に余裕があり、いつ行ってもよい」というポイン

トに絞られるだろう。このことが、相手が抵抗なく受け入れられるといった、配慮的なニュ

アンスを表している。 
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まず、下の図について、簡単に説明しておく。「作る」という動作の始まりから、「作り終

わる」という動作の終わりまでを、実線で表している 7。また、その後の「作ってある」と

いう動作の結果を点線で表している。この点線の部分は、「ている」研究における「結果の残

存」の特徴である 8。つまり、これらで一連の動作における時間軸を表している。 

また、「期限」というのは、結果の状態を表していなければならない時点である。「目的」

というのは、その動作が何のために行われるかである。また、「期日」は、その目的を遂行す

るときである。そのアスペクトの構造は、図 1 の通りである。 

 

図 1 「（資料を来週までに）作っておく」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本研究では、「期限」と「期日」を分けている。この場合で言うと、期限というのは

「来週までに」である。一方で、準備性における「目的」と期限とは、必ずしも同じではな

い。ここでの準備の目的は、たとえば「会議にかけるため」というものである。期日は、そ

の目的を遂行する時である。つまり、資料を使うときになる。より簡単に言えば、期限とは、

その状態にあるべき約束の時である（来週までに）。期日とは、その状態にあるものを何かし

らの目的で使う時である（資料を使う時）。この２つを分けて考えないと、以後の分析におい

て、混乱が生じてしまう 9。 

実際に、このようなアスペクトの構造を参考に、配慮的なニュアンスが、どのようにして

生み出されるのかを考察する。ここでの「作っておく」という表現は、全体としては、「前も

って～する」という準備性を表している。 

まず、「作っておく」という表現は、期限までに、作り終わった状態にすることを表す。「て

おく」をともなうことで、完成するまでの猶予が示されるわけである。発話後から期限まで

の部分である。このことから、インフォーマントのいう「時間的な余裕がある」というニュ

アンスを生み出しているのだろう。 

その上で、「作っておく」という表現は、作ってその状態にするということを表している。

作るという行為自体を表しているわけではない。すなわち、あくまでも、その状態にしなさ

いということを言っており、それ以前の作るという作業については触れていない。したがっ

て、期限までなら、すぐに作りはじめてもよいし、寸前に作りはじめてもよいという解釈が

可能である。このことから、インフォーマントのいう「いつ行ってもよい」というニュアン

スを表しているのだろう。 

仮に、「作ってください」という表現になると、やはり行為自体を指すことになり、直接的

な指示となってしまう。実際に、こうした特徴により、インフォーマントから、「ストレート

に感じる」、「命令されているというニュアンスがある」、「押し付けがましい感じがする」、「上

発話時 

時間 

期日（資料を使う時）

目的：会議にかけ

るため 
作ってある

作っている 
作りおわる作りはじめる 

期限（来週までに）
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司から押し付けられるような感じがする」などの意見が挙げられている。また、「作ってくだ

さい」は指示や命令だが、「作っておいてください」は依頼であるという対比した意見もみら

れる。 

反対に、「ておく」表現を選ばなかった理由として、「オイテという言葉で、責任を感じさ

せられる」、「含みのある言い方で、受け手に少なからず責任を感じさせる」、「使命が感じら

れる」、「オイテがあるだけで、より拘束力があるように感じる」、「遅れないようにという念

押しをしており、プレッシャーに感じる」などの意見もみられる。つまり、「作っておいて」

を、きつい表現と感じた場合である。「ておく」のもつ（期限までに）完了させるという特徴

が、返ってプレッシャーとして受け止められた結果であろう。 

なお、「ておく」には、「前もって～する」という意味が含まれるので、「来週までに」とい

う表現を付けなくても、期限があることを伝えることができる。この場合、上司と部下の暗

黙の了解において、おおよその期限が成り立っている。実際は、質問項目にある会話のよう

に、期限を示す必要はない。こうしたことも、配慮的な特徴を表していると言える。 

しかし、このような「ておく」の特徴は、誤解を引き起こすこともある。異文化コミュニ

ケーションにおいては、なおさらである。辻（2011）では、中国進出日系企業における日本

人駐在員と中国人従業員のコミュニケーション・ギャップを研究した。そこで、これに関す

る一つの事例を取り上げた。日本人駐在員の「これ、作っておいて」という表現を、中国人

従業員が期限のないものとして、「着手する」の意味で受け取ってしまった。そして、日本人

駐在員が完成の具合を聞いたところ、まったく進んでいなかったというものである。 

その後、辻（2016）では、「ておく」の日中対照研究を行った。そして、そもそも中国語に

は、「ておく」に当たる表現がないことを主張した 10。 

 

3.2.指示や依頼を受けるときに、時間をかけることを表す 

反対に、以下の表現は、指示を受けた際のものである。アンケート調査で、どちらの表現

がやわらかいかを質問した。 

 

あなた：この英語の文、チェックをお願いしたいのですが。 

友達１：いいですよ。じゃあ、来週までに、チェックします。 

友達２：いいですよ。じゃあ、来週までに、チェックしておきます。 

 

その結果、２の「ておく」をともなう表現は、６５％であった。同じく、配慮的な特徴を

持つものと言えよう。また、「ておく」表現を選んだ理由は、「じっくりチェックしてくれる

と感じる」、「きちんとチェックしてくれるという印象を受ける」、「責任をもってチェックす

るように受け取れる」、「引き受けてあげる感じがする」、「チェックした上で、何か望む結果

が得られるような気がする」、「労を惜しまずするいった、相手が誠実に対応するというニュ

アンスがある」などの意見であった。このような意見から、「作業に時間をかけている」とい

うポイントに絞られる。このことが、配慮的なニュアンスを表していると言える。以下、ア

スペクト的な特徴から確認したい。 

まず、「チェックしておく」という表現は、アスペクトの特徴としては、前項と同じく準備

性を表している。図 2 のアスペクトの構造である。 
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図 2 「（英語の文を）チェックしておく」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでに「ておく」が、動作の開始から動作の結果まで、一連の動作における時間軸を表す

ことを述べた。ここでの「チェックしておきます」という表現は、チェックに取りかかって

から、チェックを完成させているといった成り行きを表している。図 2 でみると、実線から

点線の部分までである。このことから、「作業に時間をかけている」というニュアンスを表し

ているのだろう。 

反対に、「ておく」表現を選ばなかった理由として、「手が空いたときにという感じに受け

止められる」、「暇を見つけて何とか終わらせるというニュアンスを感じる」、「チェックすれ

ばいいという意図が感じられる」、「仕方なくしている感じがする」、「すぐに行いそうになく、

不安を感じる」、「本当にしてもらえるか少し不安である」などの意見が挙げられる。 

「チェックしておきます」という表現は、期限までにチェックを終わらせることを表す。

同時に、「ておく」をともなうことで、自分の時間の裁量により行うということを表す。この

点から、後回しにするという、消極的な意味として受け取っているのであろう。それに対し

て、「チェックします」の方が、すぐに取りかかるという、積極的な意味として受け取られて

いる。しかし、これは柔らかさというよりは、丁寧さから選んだ結果だと言える。 

 

3.3.断わるときに、回答への姿勢をみせる 

以下の表現は、日本語の「考えておく」という断り文句である。アンケート調査で、どち

らがやわらかく聞こえるのかを質問した。 

 

あなた：課長、この企画書、いかがですか？ 

課長１：まあ、考えます。 

課長２：まあ、考えておきます。 

 

その結果、２の「ておく」をともなう表現は、８８％であった。配慮的な特徴を持つもの

と言える。また、「ておく」表現を選んだ理由は、「しっかりと考えてくれるという印象を受

ける」、「しっかりと考慮するという安心感がある」、「企画書の是非を伝えるために、資料を

読むという準備の意味がある」、「一応、対応するといった、取り合ってくれる意味がある」、

「次の会議か、次に会うときまでに考えてくれそう」、「企画書を検討してもらえる可能性が、

少しは残っている印象がある」などの意見からである。こうした意見をまとめると、「一応、

対応てくれる」という特徴になる。以下、アスペクト的な特徴から考察する。 

「考えておく」という表現は、次回までに答えを出すということから、「前もって～する」

発話時 

時間 

期日 

目的 
チェックしてある 

チェックしている

チェックしおわる チェックしはじめる

期限（来週までに） 
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の意味を表す。これまでの用法と同じく、準備性を表している（図 3）。しかし、一般的に、

話し手が「考えておきます」という表現を使う時は、（聞き手の申し出に対する）回答まで考

慮していない。また、聞き手も、話し手からの回答がないことを察している。つまり、図 3

のように、期限のない無期限の回答になる。 

 

図 3 「考えておく」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「考えておく」という表現は、考え始めてから考え終わり、回答を出すという動きを表す。

すなわち、聞き手の申し出に対し、回答を出すということまで言っている。「対応する」とい

う意味である。しかし、上記でも述べたように、この表現が使われる時は、期限がない。そ

のため、無期限において、回答を出すことを表す。つまり、目下、必須事項ではなく、その

うち回答を出すという程度である。「一応」という意味である。このことから、「一応、対応

してくれる」というニュアンスを表していると言える。「考えておく」という表現は、取り組

むという姿勢をみせている。いわゆる、（振りをするといった）ポーズである。 

振り返るが、回答に期限がないというのは、話し手と聞き手の暗黙の了解による。互いに

こうした認識があるからこそ、それ以上、この件に触れても無意味だということが分かる。

また、「ておく」のこのような特徴が、この断り文句を成り立たせている。 

しかし、異文化コミュニケーションにおいては、こうした認識が成り立たないこともある。

辻（2016）では、「考えておく」という表現の日中対照分析を行った。そして、日本語の「考

えておく」に相当するものとして、中国語にも“考慮考慮”や“譲我考慮一下”などの表現

があるが、中国語母語話者にとっては、言外の意味とも真意の意味とも受け取られるという

ことを述べた。 

なお、この期日が訪れないという特徴を利用すると、次のような表現も言える。たとえば、

及第点に達していないけれども、温情でクリアさせるときの「Ｂ評価にしておきます」、「合

格にしておきます」などの表現である。この場合、話し手は、立場上、はっきりと「Ｂ評価

にします」、「合格にします」とは言えず、こうした仮であるという言い方をしている。しか

し、話し手も聞き手も、その評価がはく奪される期日が訪れるわけがないことを、暗黙の了

解として認識している。したがって、「後で審議するから」などの目的も存在しない。 

 

3.4. 希望を述べるときに、控えめな気持ちを表す 

以下の表現について、アンケート調査で、どちらがやわらかく聞こえるか質問を行った。 

 

発話時 

時間 

期日（伝える時）

目的：回答を伝え

るため 
考えてある

考えている 
考えおわる考えはじめる 
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（就職の話をしている場面で） 

あなた：私の先輩は、その会社で三年ぐらい働いています。 

友達１：会社を受けるまでに、その方に会いたいですね。 

友達２：会社を受けるまでに、その方に会っておきたいですね。 

 

その結果、２の「ておく」をともなう表現は６４％であった。また、２を選んだ理由とし

て、「事前に、そのプロセスを踏んでおきたいというニュアンスを感じる」、「遠慮がちな

ニュアンスが出ており、配慮的である」、「そうできるといいが、といった柔らかな希望を

表している」、「必須のことではなく、できればよいくらいの気持ちを表している」、「可

能性があればというニュアンスで、控えめな感じがする」、「許しが得られるならという印

象を受ける」という意見が挙げられた。いずれの意見も、「控えめな態度に感じる」という

ことを言っている。 

ここでの「会っておく」という表現をみると、文脈からして、「面接時に対応するため」

という目的が存在している。また、（万全な状態により）面接時に応えるという期日が存在

する。そして、入社試験までの期限において、それに向けて、面会という行為を済ませたい

というものである。（ある目的があり）期限内に動作を完了させるという点で、準備性を表

すと言える 11。図 4 がそれである。 

 

図 4 「（その方に）会っておく」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、「ておく」をともなうことで、その動作が面接までの準備であることを表す。ここ

での「会っておく」という行為は、そこに至るまでの前提なのである。つまり、あくまでも

条件なのである。極論を言えば、それがなくても面接は迎えられる。理想として必要という

程度のものである。また、「会っておく」という表現は、会った状態にすることを表してい

る。つまり、事実を作るということである。これは、「一度」や「一回」という表現をよく

冠するように、一度きりの動作を表している。ここから、多くを望まないという意味も表せ

る。こうしたことから、インフォーマントは、「控えめな態度を感じる」という意見を述べ

ているのであろう。 

発話時 

時間 

期日（応える時）

目的：面接時に対

応するため 
会ってある

期限（試験までに） 
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ただし、こうした特徴が、返って否定的に取られることもある。実際に、「重要でない人

物のように聞こえ、その人を紹介したくなくなる」、「会わなくてもいいけど、と聞こえる」、

「“上から目線”のような気がする」、「お願いする立場として、上から目線の言い方に感

じる」という意見もみられた。ここでは、「あればよい」や「一度で十分である」という意

味として、話題の人物を過小評価したものと受け取っているのだろう。 

 

3.5.説明をするときに、補足であることを示す 

以下の表現は、話の前置きをする際のものである。どちらがやわらかく聞こえるかを質問

した。 

 

（プレゼンで、補足説明を聞く場面で） 

講師１：これに関して、少し、話したいと思います。 

講師２：これに関して、少し、話しておきたいと思います。 

あなた：・・・・・・。 

 

その結果、２の「ておく」をともなう表現は７９％であった。また、２を選んだ理由とし

て、「事前に何かしておきたいという考えが伝わる」、「前置きらしい、クッションとして

の印象を受ける」、「その先に何かあると思わせる印象を持つ」、「必ずしもメインとはな

らないが、話す必要があるという意思を感じる」、「本筋からずれた内容を話しだすのでは

という印象を受ける」、「説明しないと何らかの問題が生じるため、それが起きないように

言っている」などの意見が挙げられた。すなわち、「話す目的を示してくれる」ということ

だと言える。 

この「話しておく」という表現は、アスペクトの構造としては、以下の図 5 のようになる。

ここでは、その場で、すぐ（話すという）動作に移り、短い時間のうちに、それを終わらせ

ている。その後、その話し終わった状態がずっと続く。「作成しておく」のように、ある期

間において行われる動作ではなく、準備性のアスペクト構造とは異なることが分かる。また、

「置いておく」のように、暫時的にその状態を保つというものでもない。こうしたことから、

谷口氏のいうところの「処置」という表現が適切だと思う。 

また、ここでは、明確な期日は存在しない。その元となる目的を言うとすれば、「これに

続くプレゼンの内容（または、プレゼン全体の内容）を、聴衆が理解できないかもしれない

から」というものである。すなわち、何かしら起こりうる不都合への対処である。このこと

から、文脈上、（明確な期日のない）不都合への対処を表す場合は、準備性でも、一時的処

置でもない、処置を表すと言える。 

その目的を遂行する期日を言うとしたら、「仮に、聴衆がその話を聞かなかったために、

理解できなかった時」だと言えよう。何度も不定期に存在している 12。 
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図 5 「（これに関して）話しておく」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「話しておく」という表現では、「聴衆が理解できないかもしれないから」という目的が

存在している。また、それに向けて、話し終えた状態にしていることを表す。すなわち、以

降の内容に備え、予備的に情報を伝えている。このことから、聞き手は「話しておく」とい

う表現から、あくまでも（全体の話における）一区画の補足であると認識することができる。

「ておく」をともなうことで、補足の告知がなされているのである。 

これが「話します」では、本題と同レベルの内容なのか、どのくらいの尺なのか、これか

らだけでは認識することができない。こうしたことから、「話す目的を示してくれる」とい

うニュアンスを表しているのだろう。 

なお、インフォーマントからは、２を選ばなかった理由として、「上から目線のような気

がする」や「若い講師が話すと、上から目線の言い方に感じる」という意見も挙げられた。

これは、「話しておく」における「聴衆が理解できないかもしれないから」という目的によ

るものだと言える。つまり、その内容を相手が理解していない可能性があるということが前

提となっている。聴衆との関係によっては、相手の能力を軽視するものとして、受け取られ

る可能性もあるだろう。 

 

４．配慮とされない用法 

アンケート調査において、以下の項目は、「ておく」をともなう表現の方が少数だった 13。

本来、「ておく」をともなうことで、配慮が示されるものと考えていたが、必ずしもそうで

はないという結果となった。以下において、どのような理由から、配慮的とされないのかを

考察する。 

 

4.1.代わりに行うことを言うときに、相手への義務を表す 

下記の表現については、２の回答の方が少なかった。アンケート調査では、２４％のみで

あった。 

 

 

発話時 

時間 

期限（終了時）

目的：理解できない

かもしれないから 
話してある

話している 
話しおわる話しはじめる 

期日（理解できなかったとされる時） 
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（支払う場面で） 

あなた：申し訳ないです。割り勘にしましょう。 

友達１：いえいえ、今日は、私が払います。 

友達２：いえいえ、今日は、私が払っておきます。 

 

また、その理由としては、「次は、自分が払う番かと思う」、「次はあなたが…という印

象を受ける」、「今日は私だが、次回はあなたがという感じがする」、「今度はあなたが払

ってねといった前提があるように感じる」、「次は相手に払わせるという、一旦のような感

じがする」、「次はあなたが払って、もしくは後で私に払っての意味があるように聞こえる」

などの意見が挙げられた。いずれのコメントも、「後で、払う義務がある」ということを言

っている。 

まず、アスペクトの構造からみていく。この「払っておく」という表現は、図 6 でみると、

払い始め、払い終わり、払っている状態をキープしている。図で表わすと、実線よりも点線

の方が長くなる。すなわち、準備性と比べると、動作による変化よりも、その後の結果の状

態に注目している 14。また、その期日というものは、払った状態を、（何かしらの手段で）

清算する時である。こうしたことから、一時的処置を表していると言える 15。 

 

図 6 「払っておきます」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでの（何かしらの手段）とは、奢ったり、返済したりすることである。すなわち、支

払いの義務を表している。また、そうしたことを暗に伝えている。このことから、インフォ

ーマントは「後で、払う義務がある」のように受け取っているのであろう。 

仮に、これが１の「払います」であれば、こうした期日の意味は含まれず、行為の意味の

みである。実際に、インフォーマントからは、「払う意思を感じる」や「奢るという意思が

明確である」という意見が挙げられている。 

以上のことから、「チェックしておく」のように、聞き手にとって、その行為による恩恵

が予期される場合には、配慮となる。また、「払っておく」のように、聞き手にとって、そ

の行為による負担が予期される場合には、配慮とならない。しかし、「払っておきます」と

発話時 

時間 

目的：支払ったこと

を清算するため 
払ってある払いおわる 

期日（支払われる時） 
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いう表現でも、お金がなくて立て替えてもらう場合には、支払う義務が生じても、行為の恩

恵を表すことになる。この場合は、配慮となるであろう。このように、文脈によるところも

大きい。 

谷口（1999）では、「安くしておきます」という表現を「聞き手への配慮」と定義してい

る。しかし、こうした聞き手にとっての行為の恩恵から考えると、「ておく」をともなわな

い「安くします」の方が、より配慮的な表現になると言える。筆者は、この「安くしておき

ます」という表現は、「買った、買った！」における特殊なタ形のように、相手を促すとき

に使われているものと考えている。つまり、「安くする」という事態を、「安くしておく」

と、暫時的なこととして、（相手の気持ちを急かして）促しているのである。この使い方も、

「ておく」の特殊な用法と言えよう。 

 

4.2.注意するときに、肝に銘じることを表す 

下記の表現についても、２の回答の方が少なかった。アンケート調査において、２４％の

みであった。 

 

（注意を受ける場面で） 

上司１：失礼になるから、気をつけてほしい。 

上司２：失礼になるから、気をつけておいてほしい。 

あなた：申し訳ございません。 

 

また、その理由としては、「今すぐ気をつけなくてもいいように感じる」、「切実さを感

じない」、「緊迫感がなく、いつでもいいという感じがする」、「一時的なものではなく、

長期的にといったニュアンスに感じられ、抵抗感がある」、「今後、気をつけていればいい

のように、今回は許してもらえたという印象がある」、「伝えたい気持ちが曖昧なような気

がする」などの意見であった。これらの意見をまとめると、「注意として、はっきりしてい

ない」ということを示している。 

ここでの「気をつけておく」という表現は、アスペクトの構造としては、一般的には、発

話が終わってから、間もないうちに、気をつけるという心持ちになる。そして、気をつけた

状態が続いていることを表す。また、（気をつける）目的は、「次回、同じようなことが起

こるかもしれない」ということからである。文脈からして、そうあるべき期限は示しておら

ず、これ以降ずっとそうであることを言っている。 

 こうしたことから、起こりうる失敗に対して、ずっと気をつけていることを表している。

つまり、継続的な注意となる。図 7 で言えば、点線における部分である。この継続的な注意

に対し、聞き手は、（いつまでも）くどく感じるといった、不快さを感じている。それが、

インフォーマントの「注意として、はっきりしていない」という意見に表れているのだろう。 

場合によっては、これが強い注意喚起とも受け取られる。実際に、「気をつける状態を保
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持し、二度と間違えるなという意味に受け取れる」や「前もって気をつけたり、常識として

気をつけたりすることを相手に要求しており、強い叱責となっている」という意見もある。

ここでは、点線部分において、絶えず気の抜けない状態を表している。 

 

図 7 「気をつけておく」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.決定を伝えるときに、変更可能であることを表す 

下記の表現についても、２の回答の方が少なかった。アンケート調査において、２９％の

みであった。 

 

（日程を決める場面で） 

あなた：次の日が休みなので、来月の１０日が都合がいいですね。 

同僚１：では、来月の１０日にしましょう。 

同僚２：では、来月の１０日にしておきましょう。 

 

また、その理由としては、「決めるという感じがしない」、「変更の可能性がありそう」、

「自分の意向をくつがえすといった、また変更の可能性がある」、「せっかく予定を決めた

のに、とりあえずという感じで変更がありそう」、「変更しそうで、柔らかいというより曖

昧である」、「仕方ないからそうしておこう、という気持ちが含まれている」という意見が

挙げられた。いずれのコメントも、「変更される可能性がある」ということを言っている。 

ここでの「10 日にしておく」という表現は、発話を終えたと同時に、決定が下され、暫時

的にその状態を保つことを表す。また、その目的は「何か違う予定が出てくるかもしれない

から」というものである。こうした点から、図 8 のように、処置を表していると言えよう。 

「10 日にしておく」という表現は、（開催される）期限まで、10 日という決定事項にして

いることを表す。ここでの目的というのは、一見して「開催のために」と思われがちだが、

実際には「何か違う予定が出てくるかもしれないから」というものである。仮にそうなれば、

この 10 日という決定事項は打ち切られる。そうなってもいいように、10 日という暫時的な

状態をキープしている。すなわち、突発的な予定への対処として、仮決定を行っている。 

発話時 

時間 

目的：失敗するかも

しれないから 
気をつけている気をつける 

期日（失敗したとされる時） 
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図 8 「10 日にしておきます」のアスペクトの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、発話後から期限の間において、（10 日を打ち切るという）目的を遂行する期日

のチャンスは多数ある。そして、いつでも変更可能であるということを表している。 

このような状態は、聞き手からして、話し合いで決めた事項であり、また自身の今後の予

定から、不利益なものとして受け取られる。アスペクトで言えば、点線部分において、（10

日という）結果における状態の不安定さを表している。こうしたことから、「変更される可

能性がある」という意見が出されたのであろう。 

また、１を選んだ理由として、「もう決定という感じがする」、「確定したと受け取れる」、

「決定事項であるため、テオクはないほうがよい」、「決定するので安心する」という意見

がみられる。こうした対比からも、「ておく」をともなわない方が、日付を確定しており、

スムーズに受け取られている。 

以上のように、瞬間的な動作は、前節の継続的な動作よりも、配慮を表しにくい 16。本節

の表現は、話し手の判断による、その場の対処を表している。そして、以降、いつもその状

態であることを表している。すなわち、束縛や不安定さを表しやすい。また、このことが聞

き手に影響し、不利益を及ぼしている。 

一方で、前節の表現は、ある目的の達成を見据えた、動作を表している。こうした時間幅

における動きにおいて、期限という時間的なゆとりを表している。または、動作の結果のみ

という行為の裁量を表している。つまり、自由性を表しやすい。このような動きの大きな違

いが、配慮かどうかにかかわっていると言える。 

 

５．まとめ 

本研究では、「ておく」をともなう表現の配慮的な特徴について考察した。先行研究のア

スペクトやムードに続く、第三の視点である。考察にあたっては、日本語教師３０名を対象

とした、ニュアンスに関するアンケート調査を行った。以下において、「ておく」表現の配

慮的な用法をまとめる 17。 

 

 

発話時 

時間 

目的：予定が出るか

もしれないから 
10 日にしてある10 日にした 

期日（予定が出たとされる時） 期限 
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（１）指示や依頼するときに、時間のゆとりを表す 

指示や依頼する際の「（この資料）作っておいてください」がそれである。「ておく」を

ともなうことで、聞き手に対し「時間的に余裕があり、いつ行ってもよい」といった時間的

なゆとりを表す。 

（２）指示や依頼を受けるときに、時間をかけることを表す 

指示や依頼を受けた際の「（英語の文）チェックしておきます」という返答がそれである。

「ておく」をともなうことで、聞き手に対し「作業に時間をかけている」といった時間をか

けた対応を表す。 

（３）断わるときに、回答への姿勢をみせる 

日本語の「考えておきます」という断り文句である。相手の回答に対し、取り組む姿勢を

みせている。実際は、無期限の回答であるという暗黙の了解から、断わり文句として成り立

っている。「検討しておきます」もこの類である。 

（４）希望を述べるときに、控えめな気持ちを表す 

希望を述べる際の「（その方に）会っておきたいです」がそれである。「ておく」をとも

なうことで、聞き手に対し、可能であるならばといった、控えめな気持ちを表す。 

（５）説明をするときに、補足であることを示す 

話の前置きをする際の「話しておきたいです」がそれである。「ておく」をともなうこと

で、聞き手に対し、前もって、あくまでも補足の内容であることを伝える。 

 

これらの用法は、「ておく」のアスペクトの構造から、生み出されている。完了から結果

までを表す「動作の期間」であったり、準備性による「目的の存在」であったり、各部分の

特徴を基にしている。 

以上のように、本研究において、日本語の「ておく」の新たな意味が明らかとなった。こ

うしたアスペクトだけでなく、配慮をも表す言葉は、世界の言語でも珍しいだろう。日本語

の「気遣いの美」という、特色の一端がうかがえる。日本語学における一つの発見とも言え

る。また、日本語教育の現場において、このような特徴が取り上げられれば、外国人学習者

における「ておく」への理解も深まると言える。そして、日本人との円滑なコミュニケーシ

ョンにもつながるものと思う。 

 

注 

 

１．補助動詞の「ておく」について、正確に言えば、接続助詞「て」と補助動詞「おく」で

ある。本論文では、分かりやすくするため、補助動詞の「ておく」としている。 

２．処置動詞は、さらに、「作る」のように対象が変化するもの、「買う」のように、対象が

変化しないものに分けられる。 

３．「ておく」、「ておき」、「ておいて」、「ときます」、「といてください」、「ときましょう」、
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「といてほしい」、「ときたい」など、文末表現をキーワードとして検索した。 

４．「テオク表現における配慮的な特徴に関するアンケート調査」というテーマで実施した。

質問項目については、その結果とともに、3 節において順に取り上げていく。これらの質問

に関しては、「以下の項目は、聞き手であるあなたと、話し手との会話です。あなたからして、

どちらの表現の方が、柔らかく受け取られますか？また、抵抗なく受け取られますか？1 と 2、

どちらかの番号を選んでください。また、その番号を選んだ理由を、簡単に教えてください」

という文章を用いた。紙幅の関係により、付録におけるアンケート票は割愛する。 

５．「1 と 2、どちらとも言える」という回答、および正文か非文かで判断している回答につ

いては、無回答の扱いとした。 

６．通常、日本語母語話者における会話では、「作っておいて」よりも、「作っといて」の方

が使われる。しかし、アンケート調査において、ニュアンスのやわらかさを選ぶ際に、話し

言葉による影響を受ける可能性もある。このことから、質問項目は「作っておいて」として

いる。また、これ以外の項目も同じである。 

７．たとえば、「作っておく」という表現について、必ずしも、資料を一度で完成させている

わけではない。一般的には、時間や日にちをかけながら完成させている。そのため、より詳

しく図で表そうと思ったら、実線の「作りはじめる」と「作っている」部分が幾重にも重な

り、最終的に「作り終わる」の部分に落ち着いていると言える。本研究における図は、作り

始めてから、作り終わるまでの動きを、総合的に表している。 

８．結果の残存について、「ある動きが終わり、その動きの結果生じた新しい状態が、基準時

に主体に存在・持続していることを表わす」と説明されている。『日本語基本動詞用法辞典』 

９．「ておく」表現を、アスペクトの構造として表す場合、動きや条件などを考慮する必要が

ある。文献において、これというモデルはないと言える。本研究では、期限と目的（それに

ともなう期日）を分けるなど、分析用のモデルを示している。 

１０．日本語の「ておく」について、準備のためにする動作を表す場合、一般的に、中国語

では“好”（～し終わる）で表される。しかし、“做好”（作り終わる）だけでは、期限の意味

を持たない。もしも、期限の意味を持たせるならば、“到明天為止做好”（明日までに、作り

終わる）のように、文脈の助けが必要である。 

１１．谷口氏は、「会っておく」という表現を処置としている。筆者は、これを準備性である

と捉えている。「会っておく」という表現は、（ある目的があって）ある期限までに、時間を

かけて行う動作である。これは、「作成しておく」と同じ構造である。また、本研究では、「考

えておく」という表現も、準備性を表すものとして扱っている。 

１２．話し手が余談として、「話しておく」と言う場合もある。この場合、「聴衆にとって、

有意義な情報として受け取られるかもしれないから」という目的を持っており、恩恵となり

うる行為を表す。いずれにしても、期日が不定期なことに変わりはない。 

１３．「（片付ける場面で）あなた：お皿、持ってきましたけど。」「友達 1：ああ、そこに置

いてください。／友達 2：ああ、そこに置いておいてください。」という質問も行った。その
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結果、「ておく」をともなう表現が、68％であった。しかし、その意見がバラバラであったた

め、本文では取り上げていない。そのうち、「どのように置いてもよいと感じる」という意見

が目立った。これは、動作そのものではなく、その物をどういう状態にするかという結果を

表すことからだと言える。このコメントから言えば、「ておく」をともなうことで、動作を通

り越した間接的な指示を表している。 

１４．本研究では、アスペクトの動きを、図 1 のような、長い動作を表す継続動詞のものと、

図 6 のような、一瞬の動作を表す瞬間動詞のものとに分けた。 

１５．谷口氏は、「払っておく」を処置としている。筆者は、これを一時的処置と捉えている。

「払っておく」という表現は、すぐさま動作に移り、完了させるものだと言える。そして、

その状態を保つものである。こうしたことから、動き自体は、「気をつけておく」と同じく処

置を表している。しかし、処置と比べて、明確な目的（それにともなう期日）が存在してい

る。ここが大きな違いである。 

１６．これについては、継続動詞（動きの進行を表す）か、瞬間動詞（動きの結果の状態を

表す）かの違いとも言える。 

１７．仮に、「（薬を飲む場面で）あなた：ここに、お水を置きますね。／ここに、お水を置

いておきますね。」「友達：ありがとう。」という質問を設けたら、もう一つ用法が加わってい

たであろう。「ておく」をともなうことで、口に出さずして、目的（話し手が飲むため）を暗

示できる。また、期日（飲む時）はいつでもよいといった自由性も表せる。「考えておく」と

同じく、話し手と聞き手双方の暗黙の了解により、コミュニケーションが成り立つと言える。

このことから、「『ておく』をともなうことで、聞き手に対し、言葉に出さずに、後で自分の

裁量でその行為を行えることを伝達している」という配慮的な用法が提起できるだろう。こ

の用法については、稿を改め、追加調査を行いたい。 
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日本語音声表現の指導に関する実践報告 

――CALL 教室使用における成果と課題―― 

A Practical Report on the Teaching of the Japanese Phonetic: 
The Results and Issues in the CALL classroom 

 
安達万里江 

 

Summary 

This is a practical report based on a case study research in the classes for Japanese Phonetic in 2016. For this 

academic year, I tried to use a CALL（Computer-Assisted Language Learning） system class room to co nsider the 

question: How do Japanese teachers teach Japanese Phonetic? In addition, I would like to introduce the Results and 

Issues s of the new initiatives of the 2016 academic year. 

【キーワード】日本語音声表現の指導、アクション・リサーチ、実践報告、CALL 教室 

 

 

1．はじめに 
本稿は、日本語の音声表現の指導に携わる一日本語教師の「学習者の音声表現をどう指導す

るか」を問題提起とした、アクション・リサーチによる実践報告である。 

2011 年度より、京都外国語大学外国語学部日本語学科において、留学生の日本語音声表現の

指導に携わることになって 6 年目になった。当初は、個人で試行錯誤する日々であったが、実

践研究に取り組む動機となったのは、日本語教育界で音声教育事情に詳しい河野(2013)より、

「本来、最も紙幅を割くべきであると思われる、実際に行った実践についてほとんど述べられて

いないものが多いという問題があると考えられる。（中略）実践について十分に述べられていな

ければ、実践を共有することはできない」という現状を知ったからである。そこで、担当科目

の実践報告を自らが行うことで、筆者と同様に「学習者の音声表現をどう指導するか」という

疑問を抱く多くの日本語教師に共有されることが望ましいのではないかと考えた。また、自身

の授業改善や日本語教師として、さらなる成長につながるであろうと考え、現在に至ってい

る。（安達 2013,2014,2016） 

従って、本稿の目的は、数ある先行研究で見られるような日本語学習者の音声データの分析

に着目したものではない。本稿では、直しても元に戻る感じがする、注意しても忘れてしま

うというような「学習者の音声表現上の定着」の課題と、「極力紙媒体の配布物を減らす」と

いう改善に向け（安達 2016）、ヒントを得た先行研究（川﨑 2015）の紹介や CALL

（Computer-Assisted Language Learning）教室を使用するなどの対応策の決定、また、現場に

どう還元したか教師の取り組みと学習者の反応をふりかえり、成果と課題をまとめたものであ

る。 

尚、章節としては扱っていないが、本稿も安達（2016）同様、本実践報告の構成は才田

(2011)の「実践研究のプロセス」(p11)より、「取り組みの動機、それへの対応策の決定、具体的

なプロセス、評価、現場にどう還元するか」を念頭に置き、執筆を進めた。中でも「具体的な

プロセス」については、横溝(2001)の表 1「アクション・リサーチ実施の 10 のステップ」を参
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考に「公開」を目的とした「行動結果の観察・分析」、「行動成果の内省」を参考に作成した。 

上記を踏まえ 2．では、担当科目の概要と先行研究について述べ、3．では、2016 年度の成

果と課題について報告し、4．おわりにでは、本実践報告のまとめと次年度に向けた今後の試

みについて展望を記したい。 

 

2．担当科目の概要と先行研究 

2－1．担当科目の概要 

京都外国語大学外国語学部日本語学科における担当科目についての概略を表 1 に示す。 

 

表 1 担当授業の概略注1 

 2015 年度 2016 年度 

担当科目名（春）／（秋） 日本語 A-6／日本語 A-8 

授業形態／配当年次 半期完結型（選択科目）／2年次注2 

講義題目（春・秋） より分かりやすい日本語音声コミュニケーションの基本１・２ 

到達目標 

【日本語 A-6】 

発音・アクセント・イントネーション・プロミネンスなどから大

学生活に対応できる日本語の音声表現能力の基礎を身につける。

【日本語 A-8】 

発音・アクセント・イントネーション・プロミネンスなどから大

学生活に対応できる実践的な日本語の音声表現能力を高める。 

受講者数注３ 春・秋学期ともに 7名 春（14 名）秋（11 名） 

受講者の出身国（地域） 中国（台湾） 中国（台湾）・韓国・タイ 

 

次に、授業内容についての概要を表 2 に示す。 

表 2 授業内容の概要 

日本語 A-6（春学期） 日本語 A-8（秋学期） 

・自己紹介 

・スピーチ 

・物語 

・ニュース 

・OJAD 注４の使い方について紹介 

※授業後約 1ヵ月後と最終日には、 

授業ふりかえりアンケートを実施。 

・会話１（友達と） 

・会話２（敬語を使う場面） 

・会話３（ビジネス場面） 

・会話４（社交会話） 

※授業後約 1ヵ月後と最終日には、 

授業ふりかえりアンケートを実施。 

 

 春学期はスピーチなど独話、秋学期は会話とし、学習者との話し合いで練習内容を決めていた。

教師が準備した練習用のスクリプトは以下の図 1，2 注 5のようなものである。次の表 3で示して

いる授業内容の比較にもあるが、練習用のスクリプトは、2016 年度より、大学内のみ閲覧可能

でサーバー上にある「kyozai」注 6 というフォルダに毎回の授業に必要な配布物のデータを入れ

見られるようにした。 

 そのほか、春学期の最終日には授業外での自律学習の助けとなるよう、オンライン日本語

アクセント辞書（以下 OJAD）注４の使い方について紹介する時間を設けた。 
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図 1 練習用スクリプト（春学期に使用）注 5 

 
図 2 練習用スクリプト（秋学期に使用）注 5 

 

大まかな授業の流れについて、2015 年度と 2016 年度の違いを比較できるよう表 3 に示す。 

 

表 3 2015 年度と 2016 年度の授業の流れ 
2015年度 2016年度 

１）T：スクリプト（図1，2）のプリントと音

声チェックシート配布。 

S：スクリプトを見て場面を確認する。 

１）T：音声チェックシート配布。 

S：PCの「kyozai」フォルダにある（図1，2）

スクリプトを見て場面を確認する。 

２）１回目録音 

S：スマートフォンで音声録音 

※Googleドライブに保存・提出 

２）１回目録音 

S：CALLで音声録音(保存・提出) 

T：回収（「kyozai」フォルダに移動） 

３）Tの指導※対面 

（1回目の録音データについて改善点について

コメント）※S音声チェックシートにメモ。 

３）Tの指導※CALLのインカムを使用 

（1回目の録音データについて改善点について

コメント）※S音声チェックシートにメモ。 

４）CDで3回シャドーイング練習→２回目録音

S：スマートフォンで音声録音 

※Googleドライブに保存・提出 

４）「kyozai」フォルダにある音源データよ

りシャドーイング練習→２回目録音 

※CALLでS音声録音・提出 

５）Tの指導前後に他のSから 

２回目録音データ提出前に1回目の音声とシャ

ドーイング練習後の音声を聞き比べてもら

い、音声チェックシートに評価とコメントを

もらう。 

 

５）Tの指導前後に他のSから 

２回目録音データ提出前に1回目の音声とシャ

ドーイング練習後の音声を聞き比べてもら

い、音声チェックシートに評価とコメントを

もらう。 

６）音声チェックシートをTに提出。 ６）音声チェックシートをTに提出。 

  
表 3 からわかるように、授業内容について大きな変化はないが、方法が多少異なっている。授業内

容に関連する成果と課題については、あとの 3．2016 年度の成果と課題で触れたい。 
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2－2．先行研究 

2016 年度に CALL 教室使用を思い立ったきっかけとなったのは、川﨑（2015）の実践報告であった。

2015 年 9 月に 19 日に立命館大学（衣笠キャンパス）で行われた日本語教育方法研究会にヒントを探る

ため参加した。 

川﨑（2015）の実践報告では、学習支援ツールmanaba(朝日ネット)と CALLという 2種類の e-Learning

ツールを活用することで、「ブレンド型授業により、対面授業だけでは得られない、学習者の気づきや

自律性の促進、学習者の可視化、効率化が図れる」とあった。それは、これまで manaba は活用してい

たが CALL 教室は使用してこなかった筆者にとって、非常に興味深いものであった。 

特に、「CALL・直接指導による音声練習：自分の音声を録音し、配信されたモデル音声と聞き比べる。

また、シャドウイングを行い、音の波形の違いを視覚でも確認する。（中略）教員は練習中の学習者の

音声をモニタリングし、教師用マイクから個別にアドバイスする。学習者は練習後、再度録音し、修正

前の録音と共に教員に送信する」という点においては、次年度の取り組みとして是非とも取り入れた

い点となった。 

川﨑（2015）の実践報告では、CALL による成果は「気づき」であり、manaba 導入による成果は、「自

律性」、「可視化」、そして「効率化」であると述べてあった。しかしながら、筆者は 2015 年度の自身の

担当科目をふりかえり、「CALL 教室内で授業を行うこと」が、学習者の「気づきや自律性」を促し、「可

視化」「効率化」に有効ではないだろうかと考えた。 

具体的に、 CALL 教室を使用することによって改善できそうだと思った課題について、安達（2016）
より 2 点、取り上げたい。 
 まず 1つ目の課題は、「学習者の音声表現上の定着の課題」であった。学習者からは、「（授業の）

やり方はいいと思います」という前置きがあった上で、「やはり癖になってるから、一時直したけ

ど、後は元に戻る感じがする」、「何回注意しても、読む時、すぐ忘れてしまう」という声があっ

た。 
 そこで、表 3 にあったように「CD で 3 回シャドーイング練習」という練習方法を改善できると考

えた。CALL 教室を使えば、PC で音源を自分の納得のいくまでシャドーイング練習ができる。シャドー

イング練習は、安達（2016）の中でも肯定的に受け入れられている点なので、練習量を増やすことは、

学習者に満足感を与えられるのではないかと考えた。 

 次に、2 つ目課題は、「コメントシートとフィードバック・アンケートの無記入を極力減らす、

無くす」ことであった。また、配布物(紙媒体)が増えるにつれ、「持ってくるのを忘れた」「無くし

た」という声が多かったので、例えば「極力紙媒体の配布物を減らす」など改善策が必要だと感

じた。 
 上記については、2015 年度すでに紙媒体を減らした一例として、フィードバック・アンケート（本

稿では以下「授業ふりかえりアンケート」と呼ぶ）を manaba 上で行っていたが、学習者の中には「ネ

ットがつながらない」「充電が切れている」などの理由でアンケートに回答できない、ということがあ

った。CALL 教室を使用することで、ペーパレス化が進み、かつ、ネット環境も安定すると考えた。 

 京都外国語大学では、Victor・JVC のフルデジタル CALL システム「WeLL」注 7が導入されており、筆

者の担当科目でも、2016 年度より上記設置教室を使用できることとなった。注8 

次章では、3．2016 年度の成果と課題とし、3－1．教師側から見る成果について、川﨑（2015）が

ブレンディッドラーニングの成果として挙げた３項目、①気づきや自律性の促進、②可視化、③効率
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化を、CALL 教室使用の成果として用い、の３つの観点から先述の課題 2点を含む成果をまとめ、3－

2．教師側から見る課題について述べる。3－3．学習者側から見る成果と課題では、主に 2016 年度に

実施した「授業ふりかえりアンケート」から得た学習者の声を取り上げる。その際、2015 年度のアン

ケートとの比較も行う。 

 

3．2016 年度の成果と課題 

3－1．教師側から見る成果 

 教師側から見る成果について、３つの観点①気づきや自律性の促進、②可視化、③効率化から表 4に

まとめ、詳しく述べたい。 

表 4 2016 年度の成果 

①気づきや 

自律性の促進 

学習者が手軽に録音をし直したり、何度も聞き直しながらシャドーイ

ング練習ができた。（2－2．の課題 1） 

学習者が毎回の授業で録音データを欠かさず提出できた。 

②可視化 
学習者自身が PC 画面上でスクリプトや音声の波形を確認できた。 

PC 上で授業・進行内容を可視化できた。 

③効率化 
ペーパレス化が進んだ。（2－2．の課題 2） 

学習者が録音した音声データを毎回、即日回収できた。 

 

 まずは①気づきや自律性の促進について、2－2．の課題 1 で述べたとおり、学習者が手軽に録音を

し直したり、何度も聞き直しながらシャドーイング練習ができるようになった。さらには、学習者が毎

回の授業で録音データを欠かさず提出できた。図 3 からもわかるように、学習者にとってクリック１

つで操作が行える手軽さが良かったのだと言えよう。 

 

 

図 3 学習者用パソコン画面注 7 

 

図 4 教員用パソコン授業画面注 7 

 続いて②可視化についてだが、図 3 のように学習者自身の目で確認しながら練習できたことは、成

果であったと言えよう。そのほかにも、図 4のように教員用の授業画面では、「誰が録音中か」「誰から

（またはどのペアから）コメント・指導していくか」などの判断ができたのは、CALL 教室を使用した

ことで得られた成果であった。また、大学内のみ閲覧可能でサーバー上にある「kyozai」フォルダに毎

回の授業に必要な配布物のデータを入れ見られるようにし、「当日の授業内容を示したもの」が「kyozai」

フォルダから常に確認できるようになった。そのため、授業の進行について聞かれることはなくなっ

た。 
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③効率化については、学習者が録音した音声データを毎回、即日回収でき、課題の持ち帰りがなくな

ったことは非常に大きな成果であった。そのほか、2－2．の課題 2で述べたような「ペーパレス化」が

進んだことも述べたい。これまでは、主に当日の授業内容を示したものや音読シートなどの使用教材、

発音カルテのようなもので自己評価とクラスメート・教師からの他者評価とコメントが記載されてい

る「音声表現チェックシート」など、計 2～４枚を配布していた。それが CALL 教室を使用してからは、

「音声表現チェックシート」のみになった。例えば欠席で過去の授業内容を学習者が確認したい、ある

いは欠席分の課題を提出したい場合は、CALL 教室であれば、授業中に manaba に入り、その日の課題と

欠席分の課題の両方をその場で提出するということも可能になった（図 5）。さらには、授業のふりか

えりアンケートについては、即日学習者に回答してもらうことができるようになった。（図 6） 

 

 

図 5 授業で使ったもの等（manaba） 

 

図 6 授業ふりかえりアンケート（manaba） 

 

 

3－2．教師側から見る課題 

 次に、教師側から見る課題について、以下の 3点について述べたい。 

１）教師も学習者も設備に慣れるまでが大変だった。 

２）個別指導に時間がかかった。 

３）データ管理が教員のみになってしまった。 

 １）については、教師である筆者自身が、特別「機械に強い」というわけではなかったため、

授業前に操作の練習時間を自身のために設けるほどだった。また、CALL システムの操作手順に

慣れない学生がいた。そのほか PC がフリーズしてしまうことや、教師または学習者の操作ミス

により、音声データを提出・回収し損なうということもあった。 

 ２）については、特に 2016 年度春学期の受講生が 14 名と最も多く、表 3授業の流れにあるよ

うに、学習者が録音１回目を終えた後、教師の個別指導を行うことが課題の質や量、学習者の進

み具合によっては進行が難しかった。 

 ３）については、「前年度と比較すると」という前置きがあるからだが、こちらも表 3 授業の
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流れにあるように、学習者自身がデータを持ち帰り、それらを eポートフォリオ化する必要性は

なくなった。学生の自律学習に向け、例えば manaba の有効な活用方法を授業中に示すなど、検

討の余地があると言えよう。 

 

3－3．学習者側から見る成果と課題 

 学習者側から見る成果と課題について、以下の 3点より述べたい。 

 １）受講者数 

 ２）授業ふりかえりアンケートの比較１（15・16 年度春学期合計 4回分より比較）注9 

 ３）授業ふりかえりアンケートの比較 2（16 年度春学期 2回分より比較）注9 

 

 １）受講者数については、一見、表 1 担当授業の概略を見ると、2016 年度の受講生は春学期

14 名から秋学期 11 名と減っているように見える。しかし、2016 年度初めの 4 月時点での秋学

期の受講登録者数が春学期からの継続予定者 4名であった。その後 6名が継続を決め、1名が新

しく受講することになった点においては、本科目の担当 6年目にして初めてのことであった。 

 しかしながら、新しく受講することになった 1名が CALL システムの操作や授業内で使われる

用語、授業の進め方に慣れるまで時間がかかったという点では課題となった。 

 

 ２）授業ふりかえりアンケートの比較１(資料１－３) 

15・16 年度春学期合計 4回分より比較を行ってみると、「役に立つ」と言う声が多いのは同じ

であった。前年度になかったが今年度目立ったのは、以下の回答であった。 

「面白かった」 

「基礎練習の時間がもっと増やしてほしい」 

「もっとスピーチ練習をしたい」 

「スピードについてもっと練習します」 

 

CALL 教室使用する学習者が多かったということもあり、面白いという感想に加え、教師側に

さらなる意欲や意向を示せたのは、自律学習の上で様々な気づきがあったからだろうと考える。 

また、昨年度にあった「やはり癖になってるから、一時直したけど、後は元に戻る感じがする」

「何回注意しても、読む時、すぐ忘れてしまう」というような回答は見られなかった。今年度は 

自身のペースでシャドーイング練習の回数を増やすことができたのが一因ではないかと考える。 

昨年同様に多かった OJAD 注 4に対する肯定的な意見であった。今年度は目の前に PC があるた

め、トップ画面（図 7）から入り、「韻律読み上げチュータ」の操作方法を紹介したところ（図

8）、教師側の指示がなくとも全員が即座に使用し始めていた。OJAD を紹介したのは前年度同様

に春学期の最終日であったが、今後は OJAD を早い段階から取り入れた授業デザインを行うこと

が課題であると言えよう。 
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図 7 OJAD トップ画面注 4 

 

図 8 OJAD スズキクン画面注 4 

 

 

３）授業ふりかえりアンケートの比較 2(資料１,３) 

16 年度春学期 2 回分より比較を行ってみると、授業開始約 1 ヵ月後に実施した 1 回目のアン

ケートでは、「現時点でどのくらい上達していると感じるか」という問いに対し、「わからない」

「あまり上達していると感じない」と回答した学習者がいた。その中の一部の学習者は、「自分

に役に立っているかどうかよくわからない」とコメントしていた。 

しかし、最終日の 2 回目のアンケートでは、「4 月には自分に役に立てるかどうかわからない

と言ったが、今考えると役に立ったと思う」と肯定的なコメントになっていた。また、「現時点

でどのくらい上達していると感じるか」という問いに対し、「わからない」「あまり上達している

と感じない」と回答した学習者は一人もいなかった。 

上記より考えられることは、授業開始の頃しばらくは、授業の取り組み方や内容に戸惑いや不

満を抱えつつも、それを声にしない学習者がいるということである。CALL 教室での授業という

特色を活かし、学習者の声をその日のうち拾い上げられるよう、PC 上でのやり取りを今後工夫

する必要があると言えよう。 

 CALL 教室環境、教材などについてのコメントには、「パソコンが使える教室でやってよかった」

「こういう授業は初めてだったので新鮮だった」「環境がいいと思う。」「使いやすい」という肯

定的な意見が多かった。否定的な意見を見ると、「エアコンが少し寒い」「教室が広すぎて、クラ

スメンバーの人数が少ないので、ちょっともったいない」「新聞（ニュース）の音声教材は少し

聞き取りにくい」など授業の進行とは関係がないものの、教師側の配慮すべき点が見えた。 

 そのほか、「全員が一緒に何かをすればもっといいと思う」という意見は、これまでになかっ
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た意見であった。おそらく、CALL 教室の授業では「個人・ペア練習」という感じが強いのだろ

う。この点は CALL システムを活かし、全体で学べる授業内容を考える必要があるだろう。 

 

4．おわりに 

3．2016 年度の成果と課題より、3－1．では、教師側から見る成果について、3－2．では、教

師側から見る課題について、そして、3－3．では、学習者側から見る成果と課題について見てき

た。 

3－1．では、教師側から見る成果について、①気づきや自律性の促進②可視化③効率化の３つ

の観点の成果のほかにも、授業内容・進行の可視化や、ペーパレス化が進んだことについても述

べた。また、3－2．では、教師側から見る課題について、１）教師も学習者も設備に慣れるまで

が大変だった。２）個別指導に時間がかかった。３）データ管理が教員のみになってしまった。

という課題が残った。 

3－3．では、学習者側から見る成果と課題について、１）受講者数が、本科目の担当 6年目に

して初めて増加するという成果があった反面、新しく受講する学習者のため、CALL システムの

操作や授業内で使われる用語、授業の進め方に慣れるための対応策が課題となった。 

２）授業ふりかえりアンケートの比較１では、15・16 年度春学期合計 4 回分より比較を行っ

た。そこでは、OJAD を早い段階から取り入れた授業デザインを行うことと、「長い文章」といっ

た素材・課題の選定や、「個人・ペア練習」だけでなく、全体で学べる授業内容を考える必要が

あることが見えてきた。 

３）授業ふりかえりアンケートの比較 2 では、16 年度春学期 2 回分より比較を行った。そこ

では、CALL 教室での授業という特色を活かし、学習者との PC 上でのやり取りを今後工夫するこ

とや CALL システムを活かしたクラス全体で学べる授業内容を考える必要性が見えてきた。 

上記より①気づきや自律性の促進、②可視化、③効率化の３つの観点から表にまとめたものを

「2017 年度の新たな試み」とし、以下、表 4に示す。 

表 5 2017 年度の新たな試み 

①気づきや自律性の促進 

・全体で何かできるタスク練習を考える。 

・シャドーイング練習に時間を割くよう推奨する。 

②可視化 

・OJAD 利用を早い段階で勧める（特にアクセントを強化する）。 

③効率化 

・引き続き CALL 教室使用が望ましく、機械の使い方について丁寧に指導す

る。 

・manaba をさらに活用する。 

（例：学習者の eポートフォリオ化や配布物の更なるペーパレス化を図る） 

 

「学習者の音声表現をどう指導するか」という問題提起を掲げて実践を行い、来年度で 7 年目

になる。当初は手探りだったが、今では表 4 のような「次年度の課題」を見つけられるようにな

『国際言語文化学会　日本学研究』第 2号（2）

49



った。今後も様々な先行研究に触れ、実践を行いながら成果と課題を見つけて改善に取り組んで

いきたい。そして、その詳細については、また稿を改めて報告したい。 
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注 
注 1：担当授業のシラバスについては、インターネット上で閲覧できる。以下、2016 年度のシ

ラバスの URL を記す。尚、本担当科目シラバスは、安達個人の判断により前任者である故土岐

哲先生の 2011 年度授業シラバス（旧科目名：日本語Ⅲ－2／日本語Ⅳ－2）を現在もほぼそのま

ま受継いでいる。 

日本語 A-6（アカデミック）

http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2016&kogicd=42893 

日本語 A-8（アカデミック）

http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/viewsyllabus?year=2016&kogicd=42895 

（アクセス日：2016 年 12 月 8 日） 

尚、本担当科目シラバスは、安達個人の意思・判断により、前任者である故土岐哲先生の 2011

年度授業シラバス（旧科目名：日本語Ⅲ－2／日本語Ⅳ－2）を現在もほぼそのまま受継いでい

る。 

注 2： 配当年次は 2 年次と記載されているが、日本語能力によって受講できる選択科目となっ

ているため、3 年次の学生もいた。日本語学科留学生の日本語能力は中上級者で、日本語能力

試験であれば、概ね N1,2 に相当する。 

注 3： 2015 年度の 7 名は春・秋学期おなじ受講者であったが、2016 年度の場合、秋学期 11 名

中 1 名は新たな受講者であった。 

注 4：OJAD オンライン日本語アクセント辞書 http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/ 

（アクセス日：12 月 28 日） 

注 5：春学期は、主に中川ほか(2009)『さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練習帳』(ひ

つじ書房)など、秋学期は、主に金子ほか(2006)『マンガで学ぶ日本語会話術』(アルク)より抜粋。 

注 6：文書データだけでなく、「音源」も同様に、これまで PC や CD プレイヤー等を使用して

いたが「kyozai」フォルダを開いて聞けるようにした。 

注 7：JVC WeLL Ver.8 製品トップページ http://www3.jvckenwood.com/pro/avc/product/well_ver8/ 

より作成。（アクセス日：2016 年 12 月 28 日） 

注 8：京都外国語大学より次年度の出講依頼状が届いた際、出講可能を表明する書類に CALL
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教室使用を希望する旨を記した。しかし、「教室配置の確定は新年度開始の直前になるまではわ

からない」というのが教務からの回答であった。そのため、担当科目シラバス提出の際に

CALL 教室使用の記載はできなかった。 

注 9：学期中に 2 回（授業開始約 1 ヵ月後と最終日）、実施。A-8 は現在学期途中のため比較は

控える。 
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ANL の日本の大学への文脈化 

――日本の教育文化の観点から見た ANL 導入の可能性―― 

Contextualizing the Neurolinguistic Approach in Japanese universities: 

Examining its introduction in terms of Japanese educative culture 

影浦亮平、高橋克欣、武内英公子 

 

Summary 

The Neurolinguistic Approach (NLA) to second/foreign language (L2/FL), also known as Intensive French, is widely 

implemented in Canada. Since 2009, another adaptation has been implanted in China, the education culture of which bears 

more similarity to that of Japan. This article examines the most effective application of NLA in Japanese universities, 

considering the Japanese educational culture. 

【キーワード】神経言語学的アプローチ(ANL)、教育文化 

 
 

イントロダクション 

 文部科学省（『新学習指導要領：高等学校学習指導要領、特別支援学校学習指導要領等改定案

関係資料』Available at http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/081223.htm）は、2008 年の学

習指導要領で、これまで以上に実践的な英語運用能力の育成を強調している。さらに 2014 年に

公表した「初等中等教育段階における外国語教育に関する資料」でも「これまでのように一部

の業種や職種だけでなく、様々な分野で外国語、特に英語によるコミュニケーション能力が求

められており、以前にも増してその向上が課題」としている1。こうした流れを受けて、フラン

ス語教育においても従来の伝統的教授法が見直されるべきではないか、との考えが広まってき

ているように思われる。本稿では、従来の伝統的教授法とコミュニカティブ・アプローチの対

立を越えて、日本の教育文化にも受け入れられ、かつ授業運営の点においてコミュニカティブ・

アプローチよりも導入しやすいと思われる教授法としての ANL の可能性について論じる。 

 神経言語学的アプローチ(Approche neurolinguistique : ANL)は、Paradis(1994, 2004, 2009)や

Ellis(2011)によるニューロサイエンスの最新の成果に基づき、カナダの Germain と Netten によっ

て考案されたフランス語教授法である。Paradis によれば、文法知識、語彙、動詞活用などの明

示的知識は、自然なオーラルコミュニケーションを可能にする暗示的能力に変化しないが、実

はこれまで外国語教育の現場では、明示的知識が暗示的能力に変化するという前提で授業が構

成されてきた。一方 ANL は、まず暗示的能力を十分発達させて自然に話せる状態を作った後、

読み書きに必要な明示的知識を身につけるという点に大きな特徴がある。ANL はインテンシ
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ブ・フレンチという呼称で 1998 年からカナダの初等・中等教育において導入され、その効果が

データによって実証されたため（Germain & Netten, 2004, 2005, 2009）、今日ではほぼカナダ全土

で広く実践されている。さらに 2010 年には中国の華南師範大学において ANL によるフランス

語教育が始まった。そこで行われた実験の結果、Germain, Liang et Ricordel (2015)は、伝統的な

文法訳読法よりも ANL のほうが口頭・筆記両面での言語能力を伸ばすのにより高い効果がある

ことをデータによって実証した。英語を母語とするカナダの小学生に対して効果を挙げている

ANL が、全く異なる母語と文化を持つ中国の大学生に対しても有効であることが明らかになっ

たのである。 

 そこで日本の大学における外国語教育においてもANLが効果を持ちうると我々は期待してい

る。しかしながら日本での現状は、ANL の創設者の 1 人である Germain が 2015 年 3 月に日本で

初めてとなるANLの研修を実施し、そこでANLを学んだ個々の教員が自身の講義においてANL

を導入し始めた段階である。中国の華南師範大学と大きく違う点であるが、日本においては学

科全体で導入に取り組んでいる大学はまだ存在せず、組織的にその効果を検証する研究もまた

存在していない。実は文法訳読法しか知らず、コミュニケーションを指向する教授法に対し懐

疑的な教員の声は今も根強く存在している。そこで本稿ではANLを大学の授業に導入する際の、

日本の教育文化に起因する障害について論じる。 

 
1. 日本の大学における ANL 導入の可能性 

 本稿は「ANL の日本の大学への文脈化」を目的の一つとする研究プロジェクトの一環として

書かれている。つまり ANL がすでに広く普及しているカナダと学習条件が異なる日本の大学の

フランス語教育文化において、ANL を導入する際の克服すべき課題を検証し、この条件に適応

した形で導入したANLの効果を検証することを目的とする研究プロジェクトの一ステップとな

るものである。本章においては、日本のフランス語教育の現状とその理由、この現状の変革の

必要性について論じたい。 

 

1-1 日本の大学におけるフランス語教育の現在 

 まず日本の大学のフランス語教育の現場では、ANLのようなコミュニケーションを指向する教

授法はすでに試みられているのだろうか。すでに多くの大学の授業シラバスでも、コミュニケー

ションという言葉があふれるようになって久しくなるが、明示的に文法を教えるという伝統的な

やり方は実は今も健在なようである2。例えばChevalierは、大学の授業のシラバスでは、コミュニ

ケーション能力の獲得を目的とする教授法を実践することで、コミュニケーション能力の４つの

大きな構成要素である、聞く、話す、読む、書く能力を伸ばすことが到達目標に掲げられている
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3 

にもかかわらず3、シラバス上で期待されているような教育は実際には日本人のフランス語教員に

よって行われていないようだと指摘する： 

 

我々は、母語と外国語の言語教育の日本の習慣の主な特徴を挙げたが、それはいくつもの研

究(Gorsuch, 1998 ; Law, 1995 ; Galan, 2001 ; Vercoutter, 1997)に合致している。例えば、口頭で

の繰り返しや暗記、意味を問うのは常に教師からであり決して学習者からではないこと、意

味を犠牲にして形式にこだわること、授業プログラムを優先する教科書が何よりも重要なこ

と、教師が中心的な役割を果たしており、授業方法は伝達方式で、一方的に行われ、大教室

での講義のようだということである4。 

 

ここで強調しなければならないのは、知的訓練が語学習得そのものよりも重要な隠れた目標にな

りうるという事実である。このことが日本に限らず普遍的な現象であることをGermainとNettenは、

次のように述べる： 

 

 たとえ教科書の著者と教師が、まず何よりも言語はコミュニケーションの一手段であると主 

 張しても、現実には言語は学校での勉強の対象として扱われており、まず口頭でのコミュニ 

 ケーション能力を習得させることが問題である時に、正しく書けることを優先させている5。 

 

 Chevalierによれば、日本人の教員は文法習得が「大変で」「難しく」「面白みに欠け」「辛く」

「やっかいで」「うんざりさせ」「つまらない」ということ自体に大変大きな意義を見出してい

る場合が多いが6、これは日本の教育現場のみならず、中国の教育現場でも見られる現象のようで、

中国人のフランス語教員は、文法の習得が「精神の明敏さ」の発達を促すと考えており、そのた

めに文法規則の理解は大変難しいものでなければならないと考えている7。しかしながら、ここで

共通する考え方は、言語が何よりも「学校での勉強の対象」であるということなのである。 

 
1-2 1-1 の理由 

 このような状況は、今もどのように生み出され続けているのだろうか。まず一つ目の理由とし

て考えられるのは、大学教員は、さまざまな分野の専門家集団である一方、フランス語を教える

ための研修が不足しており、それによってどのような教授法が効果があるかについての学問的検

証がなされないまま、各教員が教育学的な信念をそれぞれの経験から形成し、大学のフランス語

教師という職業グループの中で世代から世代へ継承しているということである。Chevalierはこれ

を社会文化的な要因であるとして、Germainも指摘したように、語学教育が「学校での勉強の対象」
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になっており、日本の大学におけるフランス語教員にとって、文法的知識を教え込むことが目的

化していると述べている8。中国でのように、複雑な文法知識を覚えることが「精神の明敏さ」の

発達を促すと考える教員もいることだろう9。しかしながら、もう一つ大きな要因として考えられ

るのは、このような教育によって実際にコミュニケーションができるようになると教師が考えて

いるということではないだろうか。Germain(2011)は、明示的知識である文法の規則を用いて繰り

返し練習すれば、自然な口頭コミュニケーションをするのに必要な暗示的能力が育つという誤っ

た前提を暗黙のうちに教師たちが信じていることで、このような教授法を支持していると述べて

いる。 

 またTakeuchi(2015)は、コミュニケーションを指向したフランス語教育に対する軽視が、特に

年配の教員の間に共有されていることが、フランス語教育の発展を妨げていると述べ、コミュ

ニケーションを指向するフランス語教育に対するこうしたイメージの形成過程を、日本におけ

るフランス語教育の歴史から説明している。この軽視には、例えば「大学におけるフランス語

教育はそれ自体が目的ではなく、フランス文化や日本との関係の歴史を学ぶこと」であり、「テ

レビやインターネットからは学べない、日本人とは異なるヨーロッパ人の視点を学ぶこと」で

あり、「自分自身薄っぺらな日常会話を学ぶためではなく、フランス文学の高尚な文体を深く理

解するために大学に入った」のであり、さらには「ぺらぺらしゃべれても、文学はわからない」

といったものがある10。次の世代になるとコミュニケーションを教えなくては、という時代の要

請もあり教えたいとも思うのだが、そのような教授法は習ったことがないので、どうしてよい

かわからない、という声も聞かれる11。 

 
1-3 変革の必要性 

 ここまで、教師側からの日本の大学におけるフランス教育に対する視点について考えてきたが、

一方学習者側からは現在のフランス語教育のあり方はどのように見えているのだろうか。 

 現在、日本の外国語学習者にとってフランス語は徐々にその魅力を失っており、大学でいくつ

もの言語を学ぶ必要があるのか、英語を最優先にするべきではないのかと考える人が多くなって

いるとTachibanaは述べる12。またOhkiらの論文のタイトル13は、その前提として日本人フランス語

学習者のモチベーションが大きく低下していることを示している。このような状況で、学習者が

どのようなフランス語の習得を望んでいるのかを考えることは、今後の大学のフランス語教育の

未来にとって必要な作業に思われる。 

 学習者の望むフランス語教育と、教員の視点から述べてきた「あるべき」フランス語教育と

の間に齟齬はないのだろうか。そしてこの齟齬が学習者のモチベーションを下げ、フランス語

学習の不人気の１つの要因となっている可能性はないのだろうか。 
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 フランス語学習者がフランス語をどのように使えるようになりたいと期待しているのかを探

るために、日本フランス語フランス文学会(SJLLF)と日本フランス語教育学会(SJDF)が共同で、

2010 年に実施し、2012 年に公開されたアンケートの結果を参照しよう14。 

 まず学生が伸ばしたいと思っている能力であるが、アンケートに答えた学生のうち、57.9％が

日常生活についての簡単な会話がフランス語でできるようになりたい、48.3％はフランス語でコ

ミュニケーションが取れるようになりたい、41.7％がフランス滞在の際フランス語を使えるよう

にしたい、25.8％が手紙や簡単なフレーズをフランス語で書けるようになりたい、と答えている

15。結果を見る限り、フランス語学習者が何よりも望んでいるのは、フランス語で自己表現し、

フランス語話者とコミュニケーションを取ることであろう。またどのようなフランス語の授業

を期待するかについての質問に対しては、32.9％が「もっと楽しい授業を」、25.9％が「授業の

目的をもっと理解しやすく」、23.1％が「授業の進度をもっとゆっくりに」、20.0％が「授業内容

をもっと簡単にしてほしい」と望んでいた16。 

 一方、自分たちが習得することを望んでいるこれらの能力は将来的に獲得できるかどうかに

ついての質問に対しては、25.2％が、現在受けている授業では十分ではないと回答している17。  

 これらの回答は、フランス語学習者である学生たちの期待と、大学の授業の内容は程度の差

はあれ知的難易度が高く、理解するのが難しいものでなくてはならないと考える教師の期待と

の間に溝があることを明らかにしているのではないだろうか。 

 

2. コミュニケーション型にシフトするために 

それでは、日本のフランス語教育の現場に ANL を導入し、教育効果をあげるためには、すな

わち「ANL の日本の大学への文脈化」を行うためには、どのような工夫が必要なのだろうか。

この問いについて考察するために、2-1 節ではこれまでの外国語教育の流れを概観しながら従来

の外国語教授法が抱える問題点を指摘する。2-2 節では ANL と従来の外国語教授法との違いに

着目し、ANL が日本のフランス語教育にとって望ましいものであることを見る。2-3、2-4 節で

は、中国の教育文化と、すでに実験的な導入が行われている中国の大学における ANL の実践例

を考察し、日本の教育文化に ANL を定着させるためのヒントを探る。 

 

2-1 コミュニカティブ・アプローチはなぜ失敗するか？ 

 ANL の特徴について論じる前に、本節ではこれまでの外国語教授法の主要な流れを振り返っ

ておきたい。今までに提唱されてきた数多くの外国語教授法の中で現在でも大きな影響力を持

っているもののひとつに、伝統的教授法がある。伝統的教授法は「形式重視のアプローチ (Focus 

on Forms)」とも呼ばれ、言語学習においてまず重要なのは形式を習得することにあり、それら
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が習得されたのちにコミュニカティブな言語使用が可能になるという言語習得観に基づき、簡

単な項目から徐々に複雑な項目を学習していく。この教授法によると、学習者は習得した項目

の中から実際のコミュニケーションにおいて必要な要素を取捨選択し、統合しながら使用する

ことになる。そのため伝統的教授法は「統合的教授法」(synthetic methods)と呼ばれることもあ

る。 

ところが、伝統的教授法で学んだ学習者は学習した項目を実際のコミュニケーションの場面

で適切な形で使うことができないという問題に直面する。このことは、明示的文法はやがて暗

示的文法にかわっていくという、伝統的教授法において前提とされている考え方に問題がある

ことを示唆している。 

そこで登場したのがコミュニカティブ・アプローチである。これは「意味重視のアプローチ

（Focus on Meaning）」であり、文法的な正確さよりも意味伝達のほうに重点が置かれてきた。そ

のため、コミュニカティブ・アプローチに対する批判として、伝統的教授法による場合と比較

すると文法力や読解力が低下するという事実を指摘されることが多い。 

しかし、コミュニカティブ・アプローチは具体的な教授法が作られるための基本的な考え方

を示したものであるという点に留意すれば、コミュニカティブ・アプローチは必ずしも構造的

正確さを排除するものではないということになる18。したがって、コミュニカティブ・アプロー

チに基づく授業実践には改良の余地が残されていると考えることができる。 

このように、これまでの外国語教育の実践において、形式を重視する伝統的教授法、そして

意味を重視するコミュニカティブ・アプローチのいずれにも問題点があることはよく知られて

おり、効果的な外国語教育において形式と意味のバランスを取ることが重要であるのは言うま

でもないことである。 

しかし、2 つの教授法・アプローチを足して 2 で割れば両者のバランスが取れるというような

単純な話ではなく、そこには外国語学習というものの本質に対する深い理解が欠かせない。実

践的なコミュニケーション能力を養うためには、形式、意味、機能の 3 要素の結びつきのネッ

トワークを脳内に構築する必要がある。その際、文法とコミュニケーションを分けて教えてし

まうと言語の効果的な習得につながりにくい。そこで、質的に形式と意味を統合した教え方を

模索すべきであり、実際の言語使用の場面において形式を教える必要があるという考え方に基

づき、1990 年代以降に出現したのがフォーカス・オン・フォームという概念である。 

ここで注意しておきたいのは、コミュニカティブ・アプローチ同様、フォーカス・オン・フ

ォームも、具体的な指導手順を示す「メソッド（教授法）」ではなく、言語指導の原理・原則を

示した「アプローチ」であるという点である。そのため、実際に授業を行う場合には、例えば

内容中心学習やタスク中心学習などの中で、実際の教育現場の状況に合わせてフォーカス・オ
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ン・フォームの原理を踏まえた具体的な指導手順を考える必要がある19。 

 

2-2 ANL の展望、コミュニカティブ・アプローチとの違い 

 ANL は、学習言語によって口頭でも筆記でも自発的にコミュニケーションを行う力を身に着

けるために必要な条件を教室内に作り出すための概念である20。この ANL は、次のような点に

おいて従来の教授法やアプローチとは性質を異にしている。 

第一に、文字を介した言語運用に関わり宣言的な性質を持つ明示的文法と、口頭での言語運

用に関わり手続き的な性質を持つ暗示的文法との関係についての考え方が特徴的である。従来

の教授法とは異なり、ANL は明示的文法がやがて暗示的文法へと質的に変化することはなく、

両者は独立しているという理論的前提に基づいている。そして、ANL はこれらのいずれか一方

のみを重視するのではなく、外国語学習において両者はいずれも必要なものと捉えている。 

実際のところ、ANL に基づいた授業には（１）「暗示的言語能力」を養成する、（２）プロジ

ェクト学習の実践（言語形式より内容を重視する）、（３）オーセンティックな会話場面を創造

する、（４）インタラクティブなやりとりをする、（５）リテラシーの養成をする、といった特

徴が見られるという21。 

 これらの特徴は、ANL が言語学習の導入段階において「手続き的記憶」に基づく「暗示的言

語能力」の養成を重視していることのあらわれであるといえる。口頭で自然な発話を行うため

には、単語や文法などを意識せずに使いこなせる能力が必要であるといわれている22。そのよう

な「暗示的言語能力」を養成し、「手続き的記憶」として言語能力を身に着けるためには、実際

のコミュニケーションの場面において、繰り返し学習言語を用いる必要があるのと同時に、言

語形式ではなく内容に注意が向くようにする必要がある。そのため、ANL ではプロジェクト学

習が効果的に用いられている。 

 そして同時に、ANL では口頭でのコミュニケーションだけを学習するわけではなく、学習言

語を用いて読んだり書いたりする活動も重視されている。したがって ANL における「リテラシ

ー能力」とは、読み書き能力に限定されず、言語を使いこなす能力全般を指すことになる。 

第二に、前節で見たようにコミュニカティブ・アプローチやフォーカス・オン・フォームは

明確な指導手順を示すメソッドではなく、言語指導の原理・原則を示したアプローチであるの

に対し、ANL は実際の指導手順を具体的に示している点に特徴が見られる。すなわち、導入段

階では実際のコミュニケーションの中で口頭による言語習得を徹底し、続いて文字を用いた読

解の活動を行い、最終的には文字を用いた表現活動に至るという一連の活動が、体系化された

指導法として提示されているのである。そしてそこでは、口頭での言語運用能力のみに着目す

るのではなく、文字を介した言語運用能力に対する配慮もなされている。 
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このような形で具体的な指導手順を明示している ANL は、フランス語教育に携わり日々授業

を行う教師にとって有益なものであるといえるだろう。そして同時に、1-3 節で見たような日本

のフランス語学習者たちの期待に沿う授業を行うためにも、ANL は有効であると考えられる。 

 これらのことから明らかなように、ANL は神経言語学のみを理論的背景に持つ新奇な概念で

はなく、従来の第二言語習得や外国語教育に関する研究成果やそれらが抱える問題点を考慮し

て開発されたものである。その意味において、ANL は外国語教育に関する教授法やアプローチ

がこれまでに歩んできた道のりの延長線上に位置づけられるべきものであり、従来の教授法や

アプローチと ANL との間には連続性を見出すことができる。 

しかし重要なことは、すでに論じたように ANL が立脚している理論的基盤は、従来の教授法

やアプローチが前提とする理論的基盤とはいくつかの点において質的に異なっており、そのこ

とは具体的な実践方法としての指導手順にも反映されているという点である。したがって、日

本のフランス語教育の実情をふまえたうえで、従来の教授法やアプローチが抱える問題点を理

論面と実践面の両面から再検討し、ANL ではそれらがどのような形で改善されているのかをよ

り具体的に明らかにする必要がある。そのような過程を経たのちに、ANL を日本のフランス語

教育の現場に本格的に導入することは十分可能であると考えられる。 

 

2-3 日本と教育文化の近い中国の例 

 次に、中国の大学におけるフランス語教育の文化において、ANL がどのようにして導入され

ているかを見ていきたい。中国の教育文化はフランス語圏の教育文化に比べると相対的に日本

の教育文化に近いと考えることができるからだ。中国の例を検討していくことで、どうしたら

日本の教育文化と、ANL に代表されるコミュニケーション型アプローチなり教授法の間の齟齬

を乗り越えることができるのかを検討するためのヒントを得たい。 

中国の教育文化と日本の教育文化の相対的な近さに関しては、例えば、フランスのフランス

語教育機関でフランス語を教える場合、フランスの大学のフランス語教育(FLE)の課程を修了し

ていない人間が、フランス語を指導することは原則的にあり得ない。しかし日本の大学や中国

の大学からすれば、外国の大学の免状に過ぎない FLE を、自分たちの教員の採用条件にする義

務は理屈としてない。実際に、中国の大学の場合、中国人教師にもフランス人教師にも言える

ことだが、FLE の課程を通過してきていない教員が大半である23。この事情は日本も同様だ。 

FLE の課程を通過してきていないということは、ヨーロッパ言語共通参照枠(CECRL; 英語で

は CEFR)の思想に触れていないということを意味する。フランス語教育でこの共通枠を前提に

されない場合に論理的に生じる帰結は多数あるだろうが、ここでは最も基本的なことを確認し

ておく。この参照枠は、文法知識や語彙を評価基準にはしない。学習している言語を使って何
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ができるようになったか、すなわち能力(compétence)が評価されることになる。CECRL に触れ

てこなかった人間たちにとっては、この発想が自明なものではない。そのことの論理的帰結を

二点指摘したい。一点目は、フランス側からは過去の基準とされている文法知識が、一般的な

評価基準として存続し得るということである。実際に、文法教育は中国でも日本でも極めて一

般的な形で存在している。二点目は、能力を評価するということは、学習者自身が実際にその

ような行動ができるようにならなければならないわけであるから、学習者の学習態度はアクテ

ィブにならなければならないわけだが、能力が評価基準にならないのであれば、学習者に授業

内での積極性は求められない。したがって、教員が学習者に一方的に知識を伝達するだけの授

業形態が、フランス語教育の場で一般的な形として存続し得ることになる。中国の場合にして

も日本の場合にしても、以上の客観的な前提が存在していることをまず確認したい。 

ここで中国の大学のフランス語教育では、日本の場合よりもさらに文法教育偏重になりやす

い教育環境になっていることを指摘したい。中国の大学のフランス語教育の特徴として、国の

統一試験の存在を挙げることができる。日本では存在しないシステムであるが、中国では外国

語学部の学生は、大学の側からではなく国の側から用意された統一試験を受けることになる。

フランス語の場合は 2 年生終了時に TFS4（Test de Français de Spécialité 4e semestre）という試験

を受け、4 年生終了時に TFS8 という試験を受ける。これらの試験の結果は公表される。どの大

学でも同じ試験を受けて、同じ基準で評価されるわけであるから、個々の大学の質に依存しな

い成績の客観性をこの試験は保証してくれる。また、大学間のレベルの比較も可能になる。こ

の試験は中国人学生にとって極めて重要である。というのは、中国内の労働市場でこの試験は

認知されているので、この試験の成否が学生の就職活動に関わってくるからである24。このこと

は、この試験での成功がフランス語学習において達成されるべきターゲットであると学習者が

設定し、この試験の評価基準を満たすために自身のフランス語学習を最適化させようとする、

強力な誘因になる。 

したがってこの試験の内容が実質的にそのまま中国の大学のフランス語教育での学習基準と

なるわけだが、この試験では聴解、読解、筆記、翻訳の能力が問われる。そして口頭表現の能

力は問われない25。ということは、オーラルコミュニケーションの観点は中国の大学のフランス

語教育では相対的に軽視されざるを得ないことになる。 

そして、この試験の受験対策をする際、MA Xiaohong が著したフランス語教科書の『Le 

français』は重要である。というのは、この教科書は中国の教育省に推奨されていて、国の統一

試験はこの教科書を参照しているからだ26。言い換えれば、この教科書の内容がこの統一試験の

設問に対して指針を与えているということになる。この統一試験で高得点を取得するためには

この教科書を参照せざるを得ないことになるので、フランス語のコースをもつ中国の高等教育
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機関でよく用いられている。では、この教科書はどのような方法論の教科書であるかが重要に

なってくるわけだが、この教科書は基本的には文法知識習得を重視しており、それを基礎にし

つつ口頭表現の能力の習得の観点も加えている教材であると評価するのが妥当である27。したが

って、統一試験でも文法知識が重視されることになる。 

したがって、現在の中国の大学のフランス語教育は、文法規則、翻訳の習得を主眼とした授

業がまず存在する。それにコミュケーション系の授業がセットになっているのが一般的である。

そして、中国人教師が文法の授業を担当し、外国人教師がコミュニケーション系の授業を担当

する28。教材に関して言えば、中国人教員は『Le français』を使い、外国人教員がコミュニケー

ション型アプローチの教科書を用いている29。このように、文法の授業を学習者の母語話者の教

員が担当し、コミュニケーションの授業を外国人教員が担当するという組み合わせは日本の大

学の多くで見受けられるものである。 

しかし中国では専門科目としてフランス語を選択している学生には、文法、語彙、ライティ

ング、オーラル、文化、視聴覚といったかなり細かい項目に分かれた授業が提供されるのが一

般的である。そしてそれぞれの授業が独立して実施されている。こうした点は少なくともフラ

ンス語教育の分野においては日本とは異なる中国の大学の教育文化の特徴であろう。ただし、

授業のカテゴリーが細分化されていることによる弊害としては、授業間のつながりを学習者が

理解しにくくなるという点を挙げることができる30。 

 

2-4 華南師範大学のケース 

 さて、ここまで中国の大学の教育文化について見てきた。ANL のようなコミュニケーション

型の教授法を導入する際の最大の問題は、国の統一試験である TFS4 と TFS8 である。TFS4 と

TFS8 が提示する評価基準が、コミュニケーション型の教授法が学習者に習得させたい能力と異

なっているという点で、こうした教授法が主体のフランス語コースを開発することは困難であ

る。というのは TFS4 と TFS8 での成功こそが、学生と大学双方に中国では求められているから

だ。31 しかしそうした中国の教育文化において、現在 ANL を導入している大学がある。それは

華南師範大学を挙げることができる。華南師範大学がなぜ ANL を導入できたのか、そしてどの

ように導入されていったのかを見ていきたい。 

なぜ華南師範大学では ANL の導入が可能であったか。それはこの大学が中国の中でも特別な

位置を占める大学だからだ。この大学は、将来のエリートを育成するための助成が国から与え

られている大学のひとつである。この大学の場合は国際化が強く進められている。そしてフラ

ンス語学科は（国際ビジネス学院に属している）、フランス語圏の高等教育機関または研究機

関のネットワークである Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF)の一員で、Claude 
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Germain といったフランス語教育の研究者たちを継続的に受け入れている。また、3 年生の学生

の半分は学年の終わりにフランスかケベックの協定校に行って、ダブル・ディプロマを取得す

る。また、学生たちが取得できる学士号は職業系である。2 年生まではフランス語の講義を学生

たちは受講するが、3 年生からは職業系の講義を受講することになる。修士号についてもケベッ

クの大学とのダブル・ディプロマである32。このように国際化が徹底的になされている大学であ

る。 

そうすると、この大学が輩出しようとしている人材のタイプが中国の一般の大学とは異なっ

てくる。中国の大学の多くは、学生が卒業後、中国の企業や公共機関で働ける人材の輩出を目

標としている。だからこそ、TFS4 と TFS8 が絶対的な存在になる。しかし華南師範大学はそう

ではない。華南師範大学の場合は、卒業後、中国国内または海外にあるフランス語圏の企業、

またはフランス語圏とのやりとりがある中国企業で働ける人材の輩出を目標にしている。33 そ

のような目標設定であれば、TFS4 と TFS8 が絶対的な評価基準としなくてもよくなり、ANL の

導入も可能になるわけである。 

次に華南師範大学でどのように ANL が導入されたかということであるが、その際にはカリキ

ュラムの大幅の変更および教員の数の削減が実行された。まずは 2009 年から、ANL の開発者で

ある Claude Germain が華南師範大学の教員たちを指導し、教員たちにこの教育法を身に付けさ

せた。そしてそれと共にカリキュラムの変更が実施された。最初の 3 セメスターは、フランス

語の習得に集中させる。また、以前は「オーラル」、「ライティング」というように講義が細

かく分けられていたが、そうしたカテゴリー分けを廃止した。フランス文化(civilisation française)

の授業や経済入門の授業といった、フランス語学習に関係のある他の授業については、3 年生時、

4 年生時に回されることになった。そして第 4 セメスター（2 年生後期のセメスター）では、国

の統一試験である TFS4 対策の講義が学生に提供されることで、TFS4 対策にも配慮がなされて

いる。以前は、音声の授業、筆記の授業、聴解の授業、TFS4 対策の授業その他といった細かく

分かれている授業それぞれに対して、教員がひとりずつあてがわれていた。授業の細かいカテ

ゴリー分けの廃止とともに、教員の数は減らされた34。以上のように、ANL の導入の際に、制

度面においては、カリキュラムの大幅な変更が実施され、それに伴い教員の数も削減された。

こうした制度面の変更は、ひとつの教授法に基づく教育を首尾貫徹した形で学生に提供するた

めのものであり、とりわけ ANL の場合は例えばライティングや会話を別々の授業で独立してや

るわけにはいかないので不可欠なものである。 

次は、ANL という教授法自体にどのような修正が加えられたかということを見ていきたい。

中国はカナダとは異なる教育文化である以上、そのままの形でANLを導入することはできない。

カナダとは異なる教育文化で生きてきた学生に最適な形で授業を提供するために、ANL という
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教授法自体に修正が加えられている。中国の教育文化では ANL に代表されるコミュニケーショ

ン型の教授法は、学生たちに理解されにくい。そのような教授法の授業を受けたことがないか

らである。したがって、この教育法に従った学習手順を、学年の初めに中国の学習者たちに対

して説明しなければならない35。このような説明のステップはカナダでは不要であるが、中国で

はこのステップが教育の中に含まれていることが必要となる。さらに、これもカナダではなさ

れないことであるが、中国人学習者の学習ストラテジーに合わせ、オーラルコミュニケーショ

ンの授業の最後に、必ずモデル化されたフレーズが黒板に書かれるようになっている36。以上の

ように、ANL の原理を保ちつつも、中国人学習者の学習ストラテジーに合わせて、教授法の修

正がなされているのである。 

中国固有のフランス語教育文化、およびその文化の中での ANL の導入についてここまで素描

してきたが、以上のことは日本における ANL の導入の際にしなければならないこと、または直

面するであろう困難についていくつかの示唆を含んでいるだろう。 

 

結論 

現在の日本の大学のフランス語教育の状況はコミュニケーションを指向する教育、ましてや

CEFR の方向性に合致するような、社会的アクションの道具としての言語観からはほど遠いよう

に思われる。さらにフランス語で人と対話することを学びたいと思っている学生の期待と、大

部分の教員が彼らに教えようとしていることにも大きな隔たりがあるように思われる。そこで

日本人学生にとってフランス語学習がより魅力的なものになるためには、どうすればよいのだ

ろうか。まず語学教員の実践と、語学教授法、文科省、大学によって推奨される理論的方向性

の間によりよいバランスを取っていくこと、教員間だけではなく教員と学生の間の議論を通し、

フランス語教育のあり方を再構築することが不可欠であろう。 

日本の大学におけるフランス語教育が、新たな状況に適応してゆくために、ANL は日本の大

学において、一つの解決策をもたらすと我々は考えている。そのためには、まず実験的に ANL

を用いたフランス語教育を教育現場に導入し、カナダや中国で実施されたような ANL の効果に

ついての実証データを作成しつつ、日本に固有の教育文化に ANL を適応させていかなくてはな

らない。実際のところ、ANL は、カナダおよび中国でそうであったように、日本でも有効であ

ると予想されるからだ。 

 

 

 

注 
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韓国人学習者が習得過程で形成する「中間言語」に関して 

―現場指示用法の「対立型」と「融合型」の習得状況を中心に― 

A Study on 'interlanguage' Formed by Korean Learners in Learning Process 

 

柳 信愛 

 

Summary 

This paper further examines the interference between the indicative usage which became clear from the investigation 

by Ryu (2013). Studies on second language acquisition are mostly researches on learning processes from the standpoint 

of "interfering with mother tongue" and the position of "interlanguage" which is a language system peculiar to learners. 

Under these circumstances, we found that both "mother tongue interference" and "interlanguage" appear in the 

investigation by Ryu (2013). In addition, it became clear that the usage of indicators learned in elementary level has 

influence on mid and advanced instructional learning, making acquisition difficult. Based on these results, in this paper 

we picked up the learning process of on - site instructional usage even in the usage of indicators. Then, I focused on 

the influence between its usage. 

 

 

0. はじめに 

 人は生まれてからずっと新しいことを学び続ける。「立ち方」や「歩き方」、「箸の使い

方」など様々なことを学ぶ。その中で「言語」はどうなのか。我々が生まれて最初に習得す

る言語を「第一言語」と呼び、その後新しく習得するものを「第二言語」と呼ぶ。「第一言

語」は「母語」とも言い、「第二言語」は「目標言語」とも呼ぶ。第二言語は第一言語の習

得がされた後に習得するため、第一言語の習得が第二言語の習得に影響を与える可能性がる。

しかし、第二言語の習得過程には第一言語では証明できない様々な現象が現れる。本研究で

は、韓国語母語話者(以下、韓国人)学習者の日本語習得において、母語と目標言語がどのよ

うに関わっているのか、それらの関わりによって形成される「中間言語」を明らかにする。 

 

1．指示詞の習得に関する先行研究 

先行研究としては、韓国人学習者による指示詞「コ・ソ・ア」の習得過程を調査した研

究を中心に検討する。まずは、日韓対照分析により「コ・ソ・ア」の用法を分類した宋

(1991)、指示詞の習得過程を「母語の干渉」「母語の影響」から分析した安(1996)と

Kawakami(2010)の順に検討し、最後に柳(2013)の結果を述べる。 

 

1.1 宋氏の研究 

宋(1991)は、日本語教育のための日韓指示詞の対照研究を行い、日本語の指示詞「コ・

ソ・ア」と、韓国語の指示詞「이(i)・ 그(geu) ・저(jeo)」との用法を「場」の状況別に
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分類した。現場指示の場合、自分の「コ・ソ・ア」の行為が、相手の存在に配慮するところ

があるかないかで「相対的現場指示」と「独立的現場指示」に分けて分類している。そして、

「相対的現場指示」を融合的なのものなのか、対立的なものなのか分けて「融合的指示」と

「独立的指示」に区分している。 

非現場指示の場合は、指示対象が自分と相手にとって話題性がある経験的なものか、単な

る文脈照応的なものかによって「話題指示」と「単純照応指示」に分けて分類している。 

 

<表１> 宋(1991:139) 表1「コ・ソ・ア」の用法の分類 

用法の名称 指示対象 「場」の状況 言語行為 

 

 

現

場

指

示 

独立的現場指示 現場における知覚できる

具体的な対象 

相手(聞き手)がいな

い 

独り言、 

内言 

 

相対的 

現場指示 

 

融合型 

同上 話し手と聞き手が

我々認識を持つ 

主に、対話

 

対立型 

同上 話し手と聞き手が対

立認識を持つ 

主に、対話

 

 

非

現

場

指

示 

 

 

話題指示 

独立的 

話題指示 

自分の観念の中に浮かべ

ている話題性のある素材

相手(聞き手か読み

手)がいない 

独り言、内言、

回顧的言い方 

相対的 

話題指示 

自分か相手の表現内容に

ある、話題性のある経験

的素材 

相手(聞き手か読み

手)が素材を知って

いるかを考慮 

主に対話 

 

単純照応指示 

自分の経験記憶が関わら

ない文脈の言語的なある

素材 

相手(聞き手か読み

手)がいる、ない

し、いると仮定する 

主に作文 

 

1.2 安氏の研究 

安(1996)は「日本語と韓国語の両者の相違点と類似点が明らかにされ、第二言語習得に対

する学習者の母語の干渉が生じる部分が発見された」と述べ、それにより予測される誤用を

未然に防ぐことが可能になると主張し、日韓両言語の対照分析により非現場指示に関する調

査を実施した。各学習者の段階における習得状況と、その変化を韓国語の干渉の観点から調

べることを目的とし、その調査の結果を以下のように述べている。 

 

韓国人日本語学習者の非現場指示の習得においては、両言語の対応関係の影響を強く受け

るが、その過程において、中級で一時的に選択基準が揺れる点が特徴である。すなわち、

梅田(1982)の言う「文法構造の類似点と相違点」を指示詞習得に適用するならば、これは

両言語の類似点に頼る初級段階、相違点に気付いて選択基準が揺れ、誤用が増加する中間

段階に関わるものだと解釈できる。また、李(1990)の「進歩しなくなる」時期とは、学習

が進むにつれてより複雑な体系を習得し、初級での選択基準が一時的に揺れる中間段階で

あることが本研究により示された。                 (安 1996:11-12) 
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1.3 Kawakami 氏の研究 

 Kawakami(2010)は、韓国人日本語学習者と日本人韓国語学習者、両言語学習者の指示詞の

習得に関しての対照研究や、現場指示の習得に関する調査はさほど行われていないと指摘し

ている。そして、両言語学習者が指示詞選択の際に誤用が生じるのは、母語の干渉であると

いう立場から、指示詞の現場指示と非現場指示両方の習得状況を考察している。アンケート

調査の指示詞の例文は、宋(1991)の分類に基づいて 24 項目を作成し、それをまた、韓国語

に訳したものである。日本語のアンケート調査は韓国人日本語学習者を対象にし、韓国語の

アンケート調査は日本人韓国人学習者を対象にしている。そして、結果を比較し、両言語学

習者の指示詞習得を考察した。結果としては、韓国人日本語学習者における両言語指示詞間

にズレがある用法は、母語の干渉により、習得が困難であるということが明らかになった。

非現場指示の習得が困難さというよりも、現場指示・非現場指示両用法において韓国語と 1

対 1 で対応していないものが母語の干渉により、習得が困難であるということが証明できた。

日本人韓国語学習者の場合は、学習歴が長くなるにつれ、母語の干渉を受けず、正しい指示

詞選択を行っているが、日韓両言語 1 対 1 の対応していない設問が、1 対 1 の対応している

設問に比べて正答率が低いことから、日本語との比較による指導が必要であると

Kawakami(2010)は、結論付けている。 

 

1.4 柳(2013) 

柳(2013)は韓国人学習者を対象にして調査をした。その結果から、初級で習得された指示

詞用法が中級・上級レベルの習得に影響を与える場合があり、それを「指示用法間の揺れ」

であると主張した。また、「『これ』で問い『それ』で答える(Kawakami 2010)」に当ては

めた指示詞文型練習による、同じ指示詞系列の使用した文に対する拒否感などが見られた。

以上のことから、韓国人学習者の指示詞習得過程で形成される特有の「中間言語」があるこ

とを認め、習得過程に影響を与える要因を具体的に明らかにする必要があると考えた。韓国

人学習者の中間言語の形成に母語の影響はあるだろうか。改めて韓国人学習者の母語である

韓国語と目標言語である日本語の関係について明確にした上で、母語が中間言語形成にどの

ような影響を与えるか明らかにする。 

 

2．本調査の概要 

 以上の専攻研究から、韓国人日本語学習者が指示詞習得過程で形成する「中間言語」を明

らかにするため、アンケート調査を行った。 

 

2.1 調査対象 

調査対象は、韓国の大学で日本語を専攻・非専攻として学習している学習者とした。調

査に協力してくれた大学は次の通りであり、回収したアンケート数は<表 2>を参考してもら

いたい。 
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(1)釜山外国語大学(釜山市)：私立総合大学 

(2)江原大学(江原道、春川市)：国立総合大学 

(3)東義大学(釜山市): 私立総合大学 

(4)新羅大学(釜山市): 私立総合大学 

 

<表 2> アンケート調査の被調査者の人数     単位:人(%) 

初級 中級 上級 計 

119(39) 107(35) 77(26) 303(100) 

 

2.2 調査内容 

それぞれの指示詞文は、先行研究の分類に当てはまる用法を、韓国の日本語教材から直接

または一部修正して、引用した。教材より引用した各項目の指示詞文は次の通りである。現

場指示 2-1 から 2-6 の指示詞文は「相対的対立型」と「相対的融合型」に分けて作成してい

る。各項目の指示詞文について、＜1.自然＞、<2.不自然>、<3.どちらとも言えない>、三つ

の中から一つを選択し、各項目の下に選択した理由の自由記述を設けた。 

 

  2-1「相対的対立型」 

A:これはあやさんのかばんですか。 

B:そうです。それは、私のかばんです。 

（Youn 他 2014:60-68）  

  2-3「相対的対立型」 

A:それは何ですか。 

B:これは日本のまんがです。 

（Kim2007:37) 

 

2-1 と 2-3 は同じ用法の文である。佐久間(1996)における佐久間説の定義として、話し手

に近いものや人を指示する場合は「コ系列」を用い、聞き手又は相手に近いものや人を指し

示す場合は「ソ系列」、話し手と聞き手の二人から遠く離れている場合は「ア系列」を用い

る用法である。 

 

  2-4「相対的融合型」 

(写真を一緒に見ながら) 

A:これ、加藤さんの若い時ですか。 

B:いいえ、この人は吉田さんです。 

(Son 他 2015:76) 
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  2-5「相対的融合型」 

(タクシーの中で) 

A:その道を右に曲がってください。 

B:はい、そこの角ですね。 

 (Son 他 2015:76)一部修正して引用 1 

  2-6「相対的融合型」 

(空を飛ぶ鳥を指しながら) 

A:あの鳥、何ですか。 

B:あれはカササギですよ。 

 (Son 他 2015:76) 

 続いて、2-4 から 2-6 までは融合型指示用法である。これは阪田(1971)によると、話し手

と聞き手が一緒に同じ領域にいて二人に近い物や人を指示する際、二人が「コ系列」を用い

る。「ソ系列」の場合は二人が一緒に同じ空間にいて、二人から少し離れているものや人を

指示する場合に用いる。「ア系列」の場合は、二人が一緒に同じ空間にいて、二人から遠く

離れているものや人を指す場合は、二人が「ア系列」を用いる。 

 

3．調査結果 

本調査協力者である 303 名をレベル別に分けた上で、選択された答えに記入してもらった

自由記述ついて表でまとめる。そして、レベル別に日本語の「コ・ソ・ア」がどのように習

得されているのか考察を行う。 

 

3.1 対立型 

以下の<表 3>から<表 3-c>までは「相対的現場指示の対立型」の用法の 2-1「A：これはあ

やさんのかばんですか。B：はい。そうです。それは私のかばんです。」の結果をまとめた

ものである。 

 

<表 3> 2-1 の回答の数と割合                  単位：人(％) 

区分 1.自然 2.不自然 3.どちらとも言えない 計 

初級 102(85) 5(4) 12(11) 119(100) 

中級 83(78) 11(9) 13(13) 107(100) 

上級 68(86) 2(4) 7(10) 77(100) 

 

2-1 の指示詞の場合、初級から上級の順に 85％、78％、86％が「自然」であると答えてい

た。 全レベルの約8割が2-1の対立型の指示詞に対して違和感を持っていない。「不自然」

を選択した学習者もいるが、それより「どちらとも言えない」の割合に注目したい。各レベ

ルの約 1 割が 2-1 の項目が、自然なのか不自然なのか明確に言えないと答えている。 

続いて、<自然><不自然><どちらとも言えない>を選択した理由には何があるか検討する。 
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<表 3-a> 2-1「1.自然」を選択した理由               単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 17(17) 21(25) 9(13) 

1 A と B の間に距離がある。 5(5) 2(2) 6(9) 

2 指示対象が A と近いから「これ」、B と少

し離れているから「それ」を用いる。 

33(32) 27(33) 25(38) 

3 A が B のかばんを持って、A と B が対面し

ている。 

- - 1(1) 

4 「これ」で問い、「それ」で答たえる。 16(16) 9(11) 9(13) 

5 「これ」と「それ」は物を指し示す指示

詞である。 

- - 1(1) 

6 韓国語で考えたら自然である。 5(5) 8(10) 6(9) 

7 このような文が正しいと習った。 1(1)  1(1) 

8 直感的 25(24) 16(19) 10(15) 

計 102(100) 83(100) 68(100) 

 

<表 3-a>は「自然」だと選択した学習者が書いたものであり、これについてどのように考

えているのだろうか。これらの表には「0.無応答」の数と割合も表している。まず、最も目

立つ部分は「2.指示対象が A と近いから『これ』、B と少し離れているから『それ』を用い

る。」で、初級 32%、中級 33%、上級 38%を占めている。日本語の「コ・ソ・ア」の用法や

使い分けに注目して考えているのが分かった。このように指示詞の用法を中心に捉えている

ことに対し、「4.『これ』で問い、『それ』で答える。」からであると答えた学習者もいる。

「4.『これ』で問い、『それ』で答える。」は Kawakami(2010)が言及していることで、

「コ」と「ソ」の使い分けよりも、日本語の指示詞「コ・ソ・ア」を使う 1 つの特徴として、

多く日本語教材に言及されている。言い換えれば、2-1 の「A：これはあやさんのかばんで

すか。B：はい。そうです。それは私のかばんです。」の項目には、この「4.『これ』で問

い、『それ』で答える。」が当てはまる部分であるため、指示詞の使い方が正しいと捉えて

いる。 

これ以外にも、「8.直感的」の場合は、調査協力者 303 名の中の 2 割の学習者が答えてい

る。日本語の指示詞を文法的に捉えることではなく、日本語の文を見た際に違和感があるか

ないか、または自然に取れるかを基準として指示詞を考えているとも言えよう。 

 

<表 3-b> 2-1「2.不自然」を選択した理由              単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 1(20) 1(9) 1(50) 

1 会話内容自体が不自然である。 2(40) 1(9) 1(50) 

2 「これ-これ」 1(20) 7(64) - 

3 「それーこれ」 1(20) - - 

4 「あれーこれ」 - - - 

5 指示詞を - 1(9) - 

3 「それ」の後ろにある「、」が不自然で

ある。 

- 1(9) - 

計 5(100) 11(100) 2(100) 
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2-1 に対し、「不自然」であると選択していた学習者の数は「自然」の場合と比べたら、

数は多くない。<表 1-b>で「これ-これ」と「それ-これ」、「あれ-これ」と書いていた学

習者は、自分のかばんを「それ」を用いて指示することは正しいと述べ、(B)の指示詞は

「それ」ではなく「これ」だとほとんどが答えた。「コ系列」の使い分けに対して、「身近

な物事を指示する際」のことが「自分の物事を指示する際」に変更された形で考えている可

能性もある。 

 

<表 3-c> 2-1「3.どちらとも言えない」を選択した理由        単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 - 3(23) 2(29) 

1 もっと詳しい場面の説明が必要である。 12(100) 10(77) 5(71) 

計 12(100) 13(100) 7(100) 

 

2-1 の指示詞文に対し、「3.どちらとも言えない」と回答した学習者はレベルごとに約 1

割ずつである。そのように答えた理由として、「1.もっと詳しい場面の説明が必要である。」

という答えがほとんどであった。 

 

<表 4> 2-3 の回答の数と割合                 単位：人(％) 

区分 1.自然 2.不自然 3.どちらとも言えない 計 

初級 100(84) 9(8) 10(8) 119(100) 

中級 85(80) 11(10) 11(10) 107(100) 

上級 68(88) 3(4) 6(8) 77(100) 

 

「A:それは何ですか。B:これは日本語のまんがです。」の会話文については、初・中・上

級のレベルは関係なく、全体的に「自然」であると学習者は考えている。数値的に 2-1 の結

果と比べてみるとあまり変わりがない。それぞれの回答に対する理由について検討してみよ

う。 

 

<表 4-a> 2-3「1.自然」を選択した理由              単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 20(20) 26(31) 11(16) 

1 A と B の間に距離がある。 2(2) 2(2) 4(6) 

2 指示対象が A 少し離れているから「そ

れ」、B と近いから「これ」を用いる。 

35(35) 31(37) 36(53) 

3 「それ」で問い、「これ」で答たえる。 17(17) 7(8) 2(3) 

4 韓国語で考えたら自然である。 7(7) 10(12) 6(9) 

5 このような文が正しいと習った。 3(3) 1(1) 2(3) 

6 直感的 16(16) 8(9) 7(10) 

計 100(100) 85(100) 68(100) 

 

「自然」である理由として、ほとんどが次のように捉えているとは言えないが、最も目立
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つこととして「2.指示対象が A 少し離れているから『それ』、B と近いから『これ』を用い

る。」である。これは 2-1 の「指示対象が A と近いから『これ』、B と少し離れているから

『それ』を用いる。」という答えと同一のものである。 

また、2-3 の「それ-これ」の文に対して「3．『それ』で問い、『これ』で答える。」か

ら、この指示詞文が正しいと回答した学習者もいた。特に、初級の場合が他のレベルよりも

多く見られた。 

その他に「韓国語と対応して日本語の文を判断する」、「このような文について正しいと

習った」など、様々な意見があった。 

 

<表 4-b> 2-3「2.不自然」を選択した理由             単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 5(56) 3(27) - 

1 「これ-これ」 3(33) 1(9) - 

2 「これ-それ」 1(11) - 2(67) 

3 「あれ-これ」 - 2(18) - 

4 B が持っている物を A が「それ」で指示す

ることが不自然である。 

- - 1(33) 

5 直感的 - 5(46) - 

計 9(100) 11(100) 3(100) 

 

2-3 に対し、「不自然」と選択された数は「自然」の場合より少ない結果であるが、その

中の理由は検討する必要があると考える。まず、初級の場合、無応答に該当する部分を除き、

用いられた指示詞の系列に関する答えである。「それ-これ」のより、「1.これ-これ」や

「2.これ-それ」の方を正しいと考えている。上級の 3 名中、2 名も「2.これ-それ」の方が

正しいと回答していた。この部分は 2-1 の「『これ』で問い、『それ』で答える」の規則に

合わないもので、違和感があると答えた学習者もいた。中級の場合、用法的な捉え方より、

直感的に考えたという意見が多かった。 

 

<表 4-c> 2-3「3.どちらとも言えない」を選択した理由       単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 9(90) 2(18) 1(16) 

1 「これ-それ」も可能である。 - - 1(17) 

2 「それ-それ」も可能である。 - 2(18) - 

3 もっと詳しい説明が必要である。 - 6(55) 4(67) 

4 後ろ B の指示詞はなくてもいい。 - 1(9) - 

5 分からない。 1(10) - - 

計 10(100) 11(100) 6(100) 

 

「3.どちらとも言えない」と回答した学習者は、「2.不自然」を選択した数がほぼ同じ数

値を表している。また、初級の場合、「0.無応答」と答えた学習者が多い。それに対し、目

立つ意見としては、「4.もっと詳しい場面の説明が必要である。」という答えがほとんどで
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あった。会話の場面によって「コ・ソ・ア」の使い分けが違うからと中上級の学習者は認知

している。 

このように現場指示の中でも、「相対的現場指示の対立型」に当たる項目の結果を分析し

た結果、意外に韓国人学習者は日本語の指示詞を場面に「コ・ソ・ア」に合わせ、使おうと

している状況にある。その反面、「『これ』で問い、『それ』で答える」など、「『それ』

で問い、『これ』で答える」のような数学公式の形式に合わせて「コ・ソ・ア」を用いてい

る状況も見られた。 

 

3.2 融合型 

<表 5> 2-4 の回答の数と割合                 単位：人(％) 

区分 1.自然 2.不自然 3.どちらとも言えない 計 

初級 60(51) 48(40) 11(9) 119(100) 

中級 56(52) 43(40) 30(8) 107(100) 

上級 40(51) 30(40) 7(9) 77(100) 

 

 2-4 は、A と B の会話で「(写真を一緒に見ながら)A:これ、加藤さんの若い時ですか。B:

いいえ、この人は吉田さんです。」での回答である。この設問の場合、初・中・上級の全レ

ベルの<1.自然>：<2.不自然>の割合が、50%：40%という結果が出た。この指示詞文に対して

は、それぞれどう捉えているのか見てみよう。 

 

<表 5-a> 2-4「1.自然」を選択した理由              単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 13(22) 20(36) 6(15) 

1 A と B の距離が近い。 - 1(2) 3(7) 

2 指示対象を Aと Bが同じ距離で指示してい

る。 

31(52) 24(43) 19(47) 

3 お互い共有している指示対象は「こ」を

用いる。 

3(5) 1(2) 1(3) 

4 韓国で考えたら自然である。 5(8) 2(3) 5(13) 

5 直感的 8(13) 8(14) 6(15) 

計 60(100) 56(100) 40(100) 

 

まずは自然であると理由として、「0.無応答」を除き、最も目立つのは、「2.指示対象を

A と B が同じ距離で指示している。」という回答である。レベルごとに約 40%以上が、この

文に対し、A と B が一緒にいて対象を指示しているから、お互い「コ」系列を用いることが

自然であると答えた。それ以外は、「5.直感的」に考え、この文が自然に読み取れるからだ

と答えた学習者が、レベルごと約 10%ずつあった。これまでの結果で、一つ言えることは、

韓国人学習者は指示詞を用いる際、日本語の用法で考えようとしていることが分かった。対

立型の場合は、自然の回答がほとんどであったことに対し、2-4 の融合型の回答は自然と不

自然が半分半分の割合が出たため、次は「2.不自然」を選択したそれぞれの理由を検討して
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みる。 

 

<表 5-b> 2-4「2.不自然」を選択した理由             単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 11(23) 10(23) 6(20) 

1 「これ-その」 10(21) 6(14) 10(34) 

2 「これ-あの」 1(2) 2(5) 4(13) 

3 人に「これ」は使えない。 18(38) 23(53) 8(27) 

4 韓国語に直すと不自然である。 1(2) - - 

5 あえて指示詞を用いる必要がない。 2(4) - 1(3) 

6 直感的 5(10) 2(5) 1(3) 

計 48(100) 43(100) 30(100) 

 

 <表 5-b>「1.これ-その」と「2.これ-あの」に注目すると、同じ指示詞の使用に違和感を

持っていることが分かる。上級でもその数は少なくない。筆者はこの部分が相対的現場指示

の「対立型」、「『これ』で問い『それ』で答える」の影響を受けた結果であると考える。

文の場面から考えた通り、指示詞の使用に集中して考えているとも言えよう。また、「3.人

に「これ」は使えない。」に対する回答も、初・中級に数多く見られた。指示詞の用法より、

「コ・ソ・ア」の後にくる名詞に気を使っている。言い換えれば、「コ系列」が正しいか正

しくないかにより、「これ」は物を指す指示詞であり、すなわち「人」には使えないと学習

者が捉えている。 

 

<表 5-c> 2-4「3.どちらとも言えない」を選択した理由       単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 2(18) 2(25) - 

1 「これ-その」も可能である。 - 1(12) 2(28) 

2 もっと詳しい場面の説明が必要である。 6(55) 4(50) 3(43) 

3 分からない。 3(27) 1(13) 2(29) 

計 11(100) 8(100) 7(100) 

 

 2-4 の項目に対し、「3.どちらとも言えない」を選択した学習者は自然・不自然の割合 

と比べると多くはないが、その中でも、文の場面についてより説明してほしいと答えていた。 

次の<表 6>は同じ融合型で「ソ系列」を用いた「(タクシーの中で) A:その道を右に曲が

ってください。B:はい、そこの角ですね。」に対する結果を表したものである。 

 

<表 6> 2-5 の回答の数と割合                 単位：人(％) 

区分 1.自然 2.不自然 3.どちらとも言えない 計 

初級 49(40) 60(51) 10(9) 119(100) 

中級 45(38) 55(53) 7(9) 107(100) 

上級 22(28) 49(66) 5(6) 77(100) 

 

 この設問の結果、「2.不自然」を選択した学習者がレベルに関係なく多い。レベルが上が
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るにつれ、徐々に不自然の割合が高くなっている。この文に対しては、教材には「近くも遠

くもないものを指示する際、『ソ』を用いる(Son 他 2015 :76)」と説明している。学習者

はどのように考えているのか見てみよう。 

 

<表 6-a> 2-5「1.自然」を選択した理由              単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 14(29) 24(53) 3(14) 

1 A と B が同じ空間で会話している。 12(25) 2(5) 2(9) 

2 A と B、二人から遠いところを指示する。 7(14) 5(11) 3(14) 

3 A と B が指示対象をよく知っている(認

知)。 

1(2) - 1(4) 

4 少し離れているところを指示する。 1(2) 5(11) 1(4) 

5 運転手 B は、A が言及したことを改めて確

認したことである。 

- - 3(14) 

6 「こ」と「あ」は不自然である。 - - 1(4) 

7 韓国語に考えたら自然である。 5(10) 3(7) 3(14) 

8 聞いたことがある文である。 1(2) 1(2) - 

9 直感的 8(16) 5(11) 5(23) 

計 41(100) 40(100) 17(77) 

 

 まず、「1.自然」と答えている場合を見ると、その理由について述べていない学習者が多

いが、その中でも「1. A と B が同じ空間で会話している。」と「2.A と B、二人から遠いと

ころを指示する」のように場面から考えて指示詞の使い分けをしている。また、母国語であ

る韓国語と対照して考えている様子もレベルに関係なく見られるが、この用法は韓国語の

「이(i)・그(geu)・저(jeo)」と対応して考えると両言語間にズレがある方法である。また、

指示詞の「その」と「そこ」が自然に読み取れるか、または、文章と指示詞が似合うのかな

ど、文法的な考えにより直感的に判断している。 

また、一つ気になる部分がある。「3.A と B が指示対象をよく知っている(認知)。」とい

う答えで、初級と上級から一人ずつ見られる。2-5 の場合、「現場指示用法の融合型」の

「ソ」を、「非現場指示用法の相対的話題指示」の「ア」と誤解している。複数の用法使い

方が混ざっている。これを筆者は「指示詞用法間の影響」と呼んでいる。 

 

<表 6-b> 2-5「2.不自然」を選択した理由             単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 20(34) 8(15) 10(20) 

1 「その-ここ」、「この-そこ」 12(20) 20(35) 6(12) 

2 「その-あそこ」、「あの-そこ」 14(23) 12(22) 14(29) 

3 「この-ここ」 - - 2(4) 

4 「あの-あそこ」 6(10) 13(24) 13(27) 

5 韓国語に直すと不自然である。 3(5) - 1(2) 

6 直感的 5(8) 2(4) 3(6) 

計 60(100) 55(100) 49(100) 
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「2.不自然」を選択した理由としては、「1.『その-ここ』、『この-そこ』」「2『その-

あそこ』、『あの-そこ』」の指示詞を用いる方が自然であると答えた学習者がレベルごと

に約 4 割である。これらは、2-4 の<表 4-b>の結果と似ている。多くの学習者が同じ系列の

指示詞の使用に違和感を持っていることが分かる。 

「4.『あの-あそこ』」と「5.韓国語に直すと不自然である。」を関連付けて考察をする。

2-5 の項目に対して、「ソ系列」より「ア系列」の使用が正しいと回答した部分は、韓国語

に「(タクシーの中で) A:その道を右に曲がってください。B:はい、そこの角ですね。」を

直すと「저系列」の指示詞を用いる文になる。この「저(jeo)」は日本語の「ア系列」と対

応する指示詞である。そのため、「4.『あの-あそこ』」の回答が多く出たと考えられる。

しかし、初級の場合、「『これ』で問い、『それ』で答える」と「対立型」の影響を母語 

より多く受けている。それに対し、中・上級の場合は、母国語の影響と対立型、両方の影響

を受けていると、上の<表 4-b>から言える。 

 

<表 6-c> 2-5「3.どちらとも言えない」を選択した理由       単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 5(50) 3(43) 1(20) 

1 道を見て認知した後の会話であれば、

「この-ここ」も可能である。 

- 1(14) 1(20) 

2 A と B 二人がその道についてよく知ってい

れば、「あの-あそこ」も可能である。 

- 1(14) - 

3 もっと詳しい場面の説明が必要である。 2(20) 1(15) 3(60) 

4 分からない。 3(30) 1(14) - 

計 10(100) 7(100) 5(100) 

 

2-5 の指示詞文に対し、「3.どちらとも言えない」を選択した数が少ないが、その意見と

しては、「3.もっと詳しい場面の説明が必要である。」という答えが目立つ。 

以上、これまで 2-5 のアンケート結果を考察した結果、韓国人学習者は「コ-コ」と「ソ-

ソ」のような指示詞の使用に同じ系列を用いることに違和感があることが明らかになった。

そして、現指示詞用法の対立型の影響を受けて習得が進まなくなる状況も見えた。「ア-ア」

の場合はどうだろうか。「コ-コ」と「ソ-ソ」の結果と似た結果であるだろうか。 

次の<表 7>の 2-6 が、「融合型」の「ア系列」に該当する例文である。2-6 は A と B 二人

が空を飛ぶ鳥を指しながらの会話で、「A:あの鳥何ですか。B:あれはカササギですよ。」と

いう内容である。 

 

<表 7> 2-6 の回答の数と割合                 単位：人(％) 

区分 1.自然 2.不自然 3.どちらとも言えない 計 

初級 97(82) 16(14) 6(4) 119(100) 

中級 97(91) 8(7) 2(2) 107(100) 

上級 
(1 名無応答)  

73(96) 3(4) 0(0) 76(100) 
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 <表 7>から見ると、2-6 の設問は 2-4 と 2-5 の結果より<1.自然>の割合いが著しく高いこ

とが分かる。初級の場合 8.2 割、中級は約 9 割である。上級に関しては、77 名中、73 名も

この項目の指示詞文が正しいと答えた。それぞれの理由を、以下の<表７-a>、<表７-b>と<

表７-c>を見ながら考察する。 

 

<表 7-a> 2-6「1.自然」を選択した理由              単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 27(28) 34(35) 13(18) 

1 Aと B、二人から遠くいる/ある対象を指示

する。 

39(40) 39(40) 32(44) 

2 A と B が同じ空間で会話をしている。 - - 3(4) 

3 A と B が同じ対象を指示している。 6(6) 5(4) 5(7) 

4 A と B が指示対象を良く知っている(認

知)。 

5(5) 2(2) 1(1) 

5 A と B が「あ-あ」のように同じ系列の指

示詞を用いた。 

3(3) - 2(3) 

6 A と B が指示する対象を見ながら会話して

いる。 

2(2) - - 

7 韓国語で考えたら自然である。 8(9) 2(2) 6(8) 

8 聞いたことがある文である。 1(1) 1(1)  

9 直感的 6(6) 14(15) 11(15) 

計 97(100) 97(100) 73(100) 

 

<表 7-a>で目立つのは、「1.A と B、二人から遠くいる/ある対象を指示する。」という答

えである。「ア系列」は「遠くいる/ある対象を指示」の場合を用いると認識されているよ

うだ。それ以外は、韓国語と対応して直すと自然である。また直感的に読み取れるなどの意

見もあった。ところが、「4.A と B が指示対象を良く知っている(認知)。」の部分に注目し

たい。この 2-6 の指示詞文は目に見える鳥を指示する場面で、「現場指示用法」の一つであ

る。しかし、「4.A と B が指示対象を良く知っている(認知)。」の答えは「非現場指示用法

の相対的話題指示」の「ア系列」を用いる際の条件でよく挙げられるものである。それが、

初級と上級の中で見られたため、「現場指示」の習得に「非現場指示」の用法が影響を与え

ているのではないだろうかと考えられる。 

 

<表 7-b> 2-6「2.不自然」を選択した理由             単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 8(50) 4(45) - 

1 「あの-それ」「その-あれ」 6(38) 1(11) 1(25) 

2 「あの-これ」 - 1(11) 1(25) 

3 動いている対象であるため、A と B はお互

い違う位置を指示している。 

- 1(11) 1(25) 

4 「あれ」は物を指示する指示詞である。 1(6) 1(11) - 

5 直感的 1(6) 1(11) 1(25) 

計 16(100) 9(100) 4(100) 
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<表 7-c> 2-6「3.どちらとも言えない」を選択した理由       単位：人(％) 

区分 初級 中級 上級 

0 無応答 3(50) 1(100) - 

1 もっと詳しい場面の説明が必要である。 2(33) - - 

2 後ろ B の指示詞はなくてもいい。 1(17) - - 

計 6(100) 1(100) 0(100) 

 

2-6 の「融合型」の「ア系列」に対し、「2.不自然」と「3.どちらとも言えない」の回答

が全体と比べると少ない。しかし、初級の場合、<表 7-b>の「1.『あの-それ』、『その-あ

れ』」のように異なる指示詞を用いた方が正しいと考えている場合もある。<表 7-c>の場合

初級の学習者の意見がほとんどだが、その中には文に対する場面の説明が必要だという答え

がある。 

 

4. まとめ 

現場指示の場合、「コ-ソ」と「ソ-コ」のような対立型の習得はレベル全体で進んでいた。

このような文の指示詞の使用について、学習者は、「コ系列」と「ソ系列」の使い分けに基

づいて考えていることが分かった。多くの学習者が「コ系列」は、話し手に近いものや人を

示す場合に用い、「ソ系列」は聞き手に近いものや人を指示する際に用いると答えた。この

ように、指示詞の使い分けに注目した使用とともに、「『これ』で問い、『それ』で答える」

など、「『それ』で問い『これ』で答える」ような規則に当てはめる答えも少なくともある。 

現場指示の融合型は、「コ-ソ」と「ソ-コ」のように、異なる指示詞を用いる文ではなく、

「コ-コ」や「ソ-ソ」、「ア-ア」のように、同一の指示詞を使用する用法である。この用

法において、「ア-ア」以外の「コーコ」と「ソ-ソ」の文に対し、韓国人学習者はレベルに

関係なく、違和感を持っていることが分かった。上級になっても「コ-ソ」の方が正しいと

答えた回答が多かった。この部分に対し、筆者は「『これ』で問い、『それ』で答える」な

ど、「『それ』で問い『これ』で答える」という規則の影響を受けたからであると考えてい

る。 

「コ系列」と「ソ系列」の使用については、同一の指示詞を用いることは正しくないと習

得されており、これは母国語の影響による現状ではなく、習得上の何らかの規則によって生

じたものである。 

「ア-ア」の指示詞文については、全レベルで習得が進んでいた。その理由としては、二

人から遠く離れている物や人を示すからという回答が多かった。そして、この文に対し「A

と B が指示対象をよく知っている」と答えた学習者が初級と上級で何人かいた。この部分は

「現場指示」の習得に「非現場指示」の用法が影響を与えたと考えられる。 

 本調査で明らかになったことは、韓国人学習者による指示詞の習得過程には「母語の干渉」

と「中間言語」が両方現れることである。そして、そこで、形成される「中間言語」は、学

習言語の別の指示詞の用法により、顕著に表れたものである。 
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注 

1.[택시 안에서]A:その道を右に入ってください。 B:はい、そこの角ですね。 
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日本人教師の学習者母語能力必要性について 
―内モンゴル自治区大学における日本語学習者を中心に― 

Necessity of Native teacher who has learner’s mother tongue proficiency 
 

浦井智司 
 

Summary 

This research was aimed at studying clarify what learners think about “Native Teacher(NT) needs a 

learner’s mother tongue proficiency”. I asked for cooperation with universities in China’s Inner Mongolia, and about 

80% of students with quantitative data showed “necessity of NT who has Chinese proficiency” by questionnaire 

survey. Analysis of free description responses was analyzed by the KJ method, and [improvement], [lack of 

proficiency of learner], [communication strategy] were extracted as important keys. 

 
 
０ はじめに 
 海外で働く日本語母語話者教師(以下 NT)の中には、日本語モノリンガルの教師と、学習

者母語と日本語両言語に精通している教師とが存在する。前者は「日本語教師は常日頃か

ら日本語について考えているため、現地の言葉が上手くなる必要はない。」や「母語話者と

して日本語を教えに来ているため、日本語以外を使用する必要はない。」といった考えを持

つ教師たちである。逆に後者は「NT であろうと、一人の外国人として異文化理解のため

に学習者母語を学ぶ必要がある。」や、「現地の言葉を学ぶことで、日本語と対照し、日本

語を教える時に有利に働く。」と考えている教師である。これらの考えは全て筆者が実際に

海外で働いた経験を持つ NT から聞いたものである。しかし、これらの考え方は教師の一

方的なもので、学習者のニーズを反映したものではない。こうした一方的な押し付けは、

平畑(2007)の中に出てくる、「日本人教師は私たちの言葉を一つも知らない。」と NT に対

して不満をもらすような学習者をさらに生む危惧がある。 
 近年、春口(2011)をはじめ、林・衛(2010)や中川(2007)において、中国で働く NT に対

する、「いい日本語教師像」についての研究は数多く進められてきている。春口(2011)
のように「NT に中国語能力を求める学習者はいない。」とする研究もある一方、林・衛

(2010)や中川(2007)のように、「NT に外国語（学習者母語）を求める。」に対する数値

が高いとする研究もある。しかし、どちらもその「NT の外国語（学習者母語）能力」

を中心に置いた研究ではない。 
 また、金田(1989)は「日本語の効果的な学習を考えるとき、学習者と教師との人間的な

関わりは欠くことのできない事柄である。」としている。このように学習者と教師との人間

的な関わりを重要視するうえで、NT に学習者母語能力を一つのテーマとして掲げる必要

があると考えた。 
そこで、「NT の学習者母語能力」に焦点を絞り、学習者が実際どのように考えているの

かを明らかにするために、本研究では中国内モンゴル自治区における大学に在籍する日本

語学習者に質問紙調査を行った。 
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1 研究背景と研究目的 
1.1 研究背景 
 筆者が参加した日本語教師研修会の中で、講師は「いい日本語教師は現地の言葉が上手

くならない。」と話し、また元同僚のイギリス人教師は「ネイティブ教師として来ているの

だから、現地の言葉を話す必要はない。」と話していた。これらの考え方は、直接法をはじ

め、媒介語を使用せずに行う教授法が成果を上げていることから、こういったビリーフが

未だ定着していると考えられる。また、学習者と良好な人間関係を築くために現地の言葉

を習得し、学習者やそのほか地域にも溶け込んでいる教師もいる。いずれにおいても、学

習者のためを思ってのビリーフである。 
 この他に、学習者が考える「優れた日本語教師像」に言及した研究は、数多く存在して

いる。しかし、学習者が NT に求める日本語教師像の研究の中で、「授業が上手い」「知識

が豊富」「ユーモアがある」「学習者と良好な人間関係が築ける」といった授業や人柄に関

する事柄が挙げられてきたが、上記のような「現地の言葉を話せる必要があるのか」に焦

点を当てて議論されてこなかった。 
 学習者と良好な人間関係を築くことが、学習の動機に繋がることは研究されているが、

その具体的な学習者との授業内外におけるコミュニケーションについては研究されること

がなかった。学習者と NT の人間関係は個人の問題とする傾向にある。しかし、初級段階

の学習者や日本人と触れ合う機会の少ない地域の学習者と NT が良好な人間関係を築くた

めに如何にしてコミュニケーションを図るのか、といった項目を一般化することが重要で

あると考えられる。 
 平畑(2007)は NT の 4 人に 1 人が海外で活動しており今後も増えるとした上で、「今後、

海外で活動する日本人日本語教師が適切な資質を備えていることは、日本語教育が現地に

おいて、さらには国際社会の中で、価値あるものとして受け入れられるために重要であろ

う。」と述べている。筆者はこの考えを中心的な本研究背景として、以下論を進めていく。 
 
1.2 研究目的 
 本研究は、NT の学習者母語能力を中心にして、あまり重要視されてこなかった学習者

が NT と授業内外におけるコミュニケーションを図る上で、NT に学習者母語能力を求め

る要因を明らかにすることを目的とし、今後海外で働く NT に対して学習者母語能力につ

いての提言とする。具体的な研究目的は次の 2 点である。 
 
  1 どのような学習者が NT に学習者母語能力を求めるのか。 
  2 学習者の NT に学習者母語能力を求める要因は何か。 
 
 なお、本研究では、以降特筆しない限り、「ネイティブ日本語教師」を「NT」、「ノンネ

イティブ日本語教師」を「NNT」、「日本語学習者」を学習者と表記する。また論文からの

引用をする場合、論文の表記に合わせる。また、本研究対象である内モンゴル自治区の特

徴であるモンゴル族の扱いに関しては、民族の中にも母語が一定でない場合があるため、

教育をすべて中国語（普通語）で受けた学生を母語中国語とし、中等教育までをモンゴル

族学校で受けた学生を母語モンゴル語と扱うこととする。研究対象地域である、中国内モ
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ンゴル自治区赤峰市については 3.1 に詳述する。 
 
2 中国国内日本語教育の現状と先行研究 
2.1 中国国内日本語学習者数 

国際交流基金の「2012 年度日本語教育機関調査結果」によると、「中国の日本語学習者

数は約 105 万人に達している。これは初等・中等・高等教育機関での学習者及び民間の語

学学校等に所属する学習者数であり、これ以外の独学者も含めるとかなりの数に達すると

思われる。」としている。 

 

2.2 日本人教師の現状 
同じく国際交流基金「2012 年度日本語教育機関調査結果」によると、「日本人教師の雇

用については公的には特に資格上の制限はないが、最近は 420時間以上の養成講座受講歴、

日本語教育能力検定試験合格、日本での教授歴、日本語教育関係の学位、特に修士以上の

学歴等を要求する機関が増えている。現在、中国で雇用されている日本人教師は、日本の

機関（JICA、日中技能者交流センター、文部科学省 REX プログラム、中国の機関と姉妹

関係にある学校等）を通して派遣されている者と、個人契約の者がいる。2012 年度日本語

教育機関調査によると母語話者教師は 2,372 名おり、教師数の約 14％を占めている。定年

を迎える団塊の世代が第二の人生として中国で日本語教育に携わるケースも増えてきたが、

最近は年齢制限を設ける機関や省もあると聞く。日本の提携校から新卒者を採用している

ところも多い。」と報告されている。 
 

2.3 学習者母語能力に関する先行研究 
2.3.1 学習者母語能力を求めないとする先行研究 
 春口(2011)は学習者が求める理想の教師を調査するために、中国某重点大学・日本語日

本文学専攻研究生を対象に講義を行い、タスク 1 では NT に求めるものは何か、「柔軟性」

「楽しい授業」「幅広い知識」「学習者の専門知識」「標準的な日本語」「経験」「生徒の母語

能力」「相談相手」「論文発表」「修士論文」の 10 項目を順位付けさせた。その平均値を見

ると、「生徒の母語能力」は第 7 位となり、NT に求める理想像として学習者母語能力は下

位に位置することを示した。続いてタスク 2 では NT と NNT にそれぞれ求める理想像を

自由記述で求めた結果、「中国語を日本人教師に求める者はいない。しかし中国事情につい

ての理解、あるいは異文化理解を求める声があることは注意したい。」としている。日本語

や日本文化についての教授は求めるが、教えるにあたっては中国での習慣にも配慮せよ、

ということであろうか。この点について、「中国大学側としてはもっと中国人、中国文化を

理解して欲しい」と述べた曹ほか(2010)などの調査報告とも一致する、と述べている。 
 しかし、学習者が中国語を求める者がいないと明言した研究は他に見当たらなかった。 
 
2.3.2 学習者母語能力を求めるとする先行研究 
 まず、国外の学習者を対象とした研究では、中川(2007)が中国で日本語教育を担当する

教員 96 名、中国の学習者（大学生）251 名を対象に『日本語教育のための教員養成につい

て』で示されている「内容」および「キーワード」を参考に、「文法能力」に関して 10 項
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目、「ストラテジー能力」6 項目、「社会言語能力」10 項目、「談話能力」9 項目、合計 35
項目によるアンケート調査を行った。その結果の中で、質問 3．「英語またはその他の言語

能力がある（筆者訳）」に対する 4 件法の平均値が教員 2.51 ポイントであったのに対し、

学習者は 3.17 ポイントと教員より高い数値を得ている。この結果に対し、学習者母語能力

が含まれる「文法能力」の認識度において、「教員と学生とでは若干の開きがある（相対的

に学生の認識度が高く、教員の認識度が低い）。」と中川(2007)は述べている。教員はやは

り、NT は日本語を使って授業するため、学習者母語能力の必要性がないとしている点で、

上述した NT の考えと合っているようである。 
一方、国内学習者を対象とした研究では、林・衛(2010)が、中国人学習者が求める日本

語教師像についてマインドマップ調査法を用いて山口大学、名古屋大学及び九州の専門学

校の中国人学習者 53 名と山口大学で専門科目として日本語を履修している大学生 100 名

及び日本語ボランティア養成講座参加者の社会人 25 名にアンケート調査を行っている。

その結果を「性格」カテゴリー、「授業」カテゴリー、「教師と学生の関係」カテゴリー、

「教師特性」カテゴリー、「知識」カテゴリー、「その他」の 6 種類に分類した。この「知

識」カテゴリーの中に「外国語」コードとして、中国人学習者から「中国語も話せる」な

どの内容が含まれている、としている。しかし、全体の比率では 9.8%と低い数値となって

いる。ここから、日本国内で学習する中国人学習者が NT に学習者母語能力を求める値は

日本国外で学習する場合より低くなると考えられる。 
その他、上層部やベテラン NT を対象とした研究では、平畑(2006)が中心的日本語教育

機関を代表する 5 名の非日本人に加えて、日本語教師海外派遣公的機関の代表者や、海外

での日本語教育を長く実践した教師、学術関係者ら、19 名の日本人に対して半構造化イン

タビューを行っている。その結果、海外で活動する NT に望まれる資質として「教育能力」

「人間性」「社会的視点」の三つのカテゴリーを抽出し、その「教育能力」カテゴリーの中

に第 8 位項目として現地語能力を含む、言語一般についての知識と理解が言及されている。

そして、そのインタビュー中に非日本人から「日本人の先生で気になるのは、その国の言

語で一言も言えない人が多いことです。余計な苦労をしたくないって気持ちはわかるけれ

ど、一人はいつも受け手、一人はいつも提供者、っていうスタンスが生まれてしまう。」と

いうデータが得られ、これに対し平畑は「『提供者』としての日本人日本語教師の圧倒的な

優位性は、必然的に、劣位性を持つ存在を作り出す。劣位に置かれた者が、その境遇を認

識した時、その枠から抜け出す、あるいは壊す必要性を感じるのは当然である。」と言って

いる。NNT から見た NT の理想像では、NT の学習者母語能力をこのように捉えている。 
 以上の先行研究をまとめると、 
 
ア）国外学習者は国内学習者に比べ、NT に学習者母語能力をより求める傾向がある。 
イ）学習者は教員に比べ、NT に学習者母語能力を含む「文法能力」を求める傾向がる。 
ウ）ベテラン教員・上層部は『提供者』としての NT 優位性を危惧している。 

 
これら 3 点に集約される。以上より中国国内で日本語を教える NT にとって、学習者母

語能力の必要性は十分にあると考えられるが、いずれの研究においても本研究テーマであ

る「NT の学習者母語能力」を中心に据えた研究ではない。 
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2.3.3 日本公的機関による学習者母語能力についての言及  
 古いものでは、文化庁に設けられた日本語教育推進対策調査会が 1976 年に『日本語教

員に必要な資質・能力とその向上策について』という報告書を提出し、その中で「日本語

教員に期待される能力の具体的内容」という形で日本語教師の資質について言及した。そ

の内容は文化庁文化部国語科(1983)によると第 2 章「言語に関する知識・能力」の中のⅤ

節で「外国語に関する知識・能力」を挙げている。 
 次に文化庁(1999)が報告した『今後の日本語教育施策の推進について-日本語教育の新た

な展開を目指して-』Ⅱ章「日本語教育の課題と今後の方向」2 節「日本語教育養成につい

て」(2)「日本語教育養成方策の改善」ア「日本語教員の専門性について」の中で、(ア)言
語に関する知識能力：外国語や学習者の母語（第一言語）に関する知識や理解があり、対

照言語学的視点からの日本語の構造や言語の習得過程に関する知識を有すること、を挙げ

ている。学習者の母語能力を有す必要性を述べている。これは、必ずしも学習者に対して

使用すべきであると明言したものではないが、学習者母語能力の必要性を研究する上で重

要な報告であると考える。 
 また、翌年 2000 年の『日本語教育のための教員養成について』という報告書では、（イ）

日本語ばかりでなく広く言語に対して深い関心と鋭い言語感覚を有していること、が追加

された。「知識」ではなく「関心」と「言語感覚」となった点が 1976 年報告とも異なる(長
野 2013)。 
 
2.4 先行研究の問題点 
 以上、先行研究をまとめたが、次のような問題点を挙げることができる。 
 

（ア）「いい日本語教師像」の研究では結果の提示で終わっている研究が多い。 
（イ）その上で NT に対し具体的な提言がなされていない。 
（ウ）「授業の仕方」を対象に調査した研究が多い。 

 
 （ア）に関して、先行研究では「いい日本語教師像」や「求められる理想の教師像」と

いった研究が多く見られる。小林(2007)では、それを「指導経験と資格」「教室の雰囲気作

り」「授業の実践能力」「学習者との関わり方」の 4 つの行動特性であるとし、中川(2007)
では、「日本語教員に求められるコミュニケーション能力」について言及している。縫部

(2008)は、「学習者の情意面に配慮できること」「多様な方法で教えられること」「日本の文

化等についての知識があること」「明るいパーソナリティを備えていること」を行動特性と

した。さらに、林(2010)ではこの縫部(2008)と自身のマインドマップ調査結果から、「日本

語教師としては、幅広い専門性と情意面での豊かさを身に付けなければならないことが分

かった。」と述べている。 
以上のように、「いい日本語教師像」の行動特性がまとめられているが、これらの研究は

「現在いい日本語教師と思われる教師見本」であり、具体的にどう立ち回れば良いのかの

提言とはなっていない。 
 （イ）に関しては、（ア）で述べたように、単なるいい日本語教師のまとめで終わらずに、

そのまとめを前提に、本研究では「いい日本語教師像」の中で「学習者母語能力」に焦点

『国際言語文化学会　日本学研究』第 2号（2）

89



 
 

を当て、学習者が母語能力を求めているかどうかに言及し、今後の研究で「学習者が求め

るいい日本語教師になるには学習者母語能力に対してどうすれば良いのか。」とした具体

的な提言としたい。 
 （ウ）に関しては、従来の研究では特に授業内外の指定をせずに調査を行ったものが多

い。そして、結果分析では授業の方法や授業を行う上での教師の資質に重点が置かれる傾

向にある。しかし、海外で働く NT にとっては小林(2007)の「学習者との関わり方」や縫

部(2008)の「明るいパーソナリティを備えていること」が授業以外の場面でも必要な資質

であると考えられるが、言及されてこなかった。 
日本人が少ない地域等で NT として活動する日本人は、その地域の学習者にとっては言

わば「日本人代表」となり、平畑(2008)の「日本人性」「母語話者性」が非常に重視される。

こうした中で、日本について学びたいが自身の日本語能力不足から NT との交流を諦めて

しまう学習者に対して「学習者との関わり方」を熟知し、「明るいパーソナリティを備えて

いる」NT は前提として、学習者母語能力を有する必要があるのではないかと考え、本研

究を進める。 
 
3 研究方法 
3.1 対象地域特性 
 本研究で行った調査対象は、中国内モンゴル自治区赤峰市と呼ばれる地区である。内モ

ンゴル自治区は中国北部に位置し、赤峰市はその中でも東北に位置している。赤峰市は、

緯度で見れば、日本の津軽海峡あたりになる。人口は約 460 万人、面積は 90,021 平方キ

ロメートル。山や丘陵が多く、温帯大陸性気候で、最高気温は 38 度、最低気温はマイナス

25 度になる。地下資源が豊富にあり、採鉱業が盛んで、建材、紡績、畜産加工などの企業

が伸びている（稲沢市 HP）。約 7 割を漢族、約 3 割をモンゴル族が占めている。日系企業

もないため、日本人は非常に少ない地域である。 
モンゴル族の学習者は家庭で話される言葉はモンゴル語で、高校までをモンゴル族学校

で過ごし日常的にモンゴル語を使用し、大学入学と同時に初めて漢族と共に普通語で授業

を受ける学習者が多い。小学校から漢族の学校に入学させることも可能であり、そういっ

た経緯を持つモンゴル族学習者の普通語のレベルは漢族と同等であるとされるが、中等教

育までをモンゴル族学校で過ごした学習者の普通語のレベルは他の漢族と比べると劣ると

漢族からは考えられている。 
赤峰学院では基本的に専門科目は漢族クラスとモンゴル族クラスに分けられ、それぞれ

の民族の教員によって授業が行われ、モンゴル族のクラスでは教員はモンゴル語で授業を

する。しかし、赤峰学院における外国語学科日本語専攻クラスは例年学習者の数が少ない

ため、日本語専門科目の授業は漢族、モンゴル族合同で行われてきた。筆者は 2013 年か

ら 2015 年まで勤務したが、赴任時の 2013 年に卒業した 4 年生を除き、1 年生は漢族中

心、2 年生はモンゴル族中心、3 年生は漢族中心というクラス分けになっており、2014 年

入学の新 1 年生は全員がモンゴル族であった。日本語専攻クラスでは学年によって民族を

分けている。詳細は不明であるが、年度によって民族の傾向が変わっていた。 
 また、赤峰学院には日本で博士学位を取得したモンゴル族教員が 30 名以上在籍してい

るが、その中で日本語学科教員として働いている者は 1 名のみで、他は別の学科で日本語
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とは関係のない授業科目を担当している。彼らの中には個人的に放課後、空き教室を利用

した日本語クラスを開講したり、各学科における第二外国語クラスを担当したりしている

が、いずれも受講生の大半がモンゴル族である。これらの事情と、一般的にモンゴル語と

日本語は文法が似ているとされることから、モンゴル族は漢族よりも日本語を勉強しやす

いと考えられ、結果赤峰学院で日本語を学ぶ学習者はモンゴル族が多くなっている。この

ような地域特性によって学習者母語能力の必要性における民族間の差異や学年による差異

も生まれると考え、また、NT 以外の日本人と接する機会が少ないため、他の日本人と比

較することなく NT に対する純粋に求める「日本人教師像」として本研究結果に反映され

やすい、といった利点を持つため研究対象とした。 
 
3.2 研究手法 
 赤峰学院をはじめ内モンゴル自治区内の大学に在籍する日本語学習者 404名に対しての

質問紙調査を実施し、量的データを分析する。また、自由記述回答については KJ 法を用

いてカテゴリー化し、一般化を図る。 
質問紙調査を用いた理由としては、そもそも学習者は NT に学習者母語能力を求めてい

るのかを量的データをもとに明らかにすることが第一目的として挙げられる。当初赤峰学

院内で行う予定であったが、赤峰学院における日本語専攻学習者が減少し十分な数のデー

タが得られなかった。そこで、「NT について」を中心に扱った質問紙調査をする上で普段

から NT と接点のある専攻学習者の回答が、NT と接点のない副専攻学習者に比べ、より

集めるべきデータである、という点から質問紙調査の対象を内モンゴル自治区内に拡張し

た。この結果から、本研究テーマである「中国人日本語学習者は NT に学習者母語能力を

求めているのか。」は量的データをもとに明らかする。そして、自由記述回答によって収集

されたデータは KJ 法を用い、カテゴリー化し、NT に学習者母語能力が必要であると考

える理由について一般化を図る。 
 

3.3 質問紙調査 
3.3.1 調査概要 
 調査は 2015 年 5 月から 2015 年 6 月の間に中国内モンゴル自治区で実施した。質問内

容は日本語で作成し、筆者が中国語に翻訳したものを日本語学科教員のネイティブチェッ

クを受け、翻訳のずれが起こらないことや学習者の心象に配慮した。質問紙調査では予備

調査と位置付けたため、「あなたの学校に NT が必要か。」と言った根本的な質問から「NT
が教える方がよいと思う授業科目、NNT が教える方がよいと思う授業科目はそれぞれ何

か。」といった具体的な NT と NNT との区別をどのようにしているかを尋ねるものまで多

岐にわたった。分析の中心となるのは主に「NT に中国語を話してほしいか。」という項目

である。質問紙調査実施方法に関しては、赤峰学院における調査では各クラスを担当する

教員に印刷した調査表を配布し、そのほかの大学ではその学校に勤務する NT に協力を仰

ぎ、印刷した調査票を各大学へ郵送して行ったものを回収した。 
 
3.3.2 調査対象内訳 
 質問紙調査対象者の内、日本語専攻学習者は内モンゴル自治区内にある内モンゴル大学、
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内モンゴル師範大学、赤峰学院から 107 名、副専攻日本語学習者は赤峰学院から 196 名、

大学専攻無記名が 101 名の計 404 名であった。民族の内訳に関しては、その他の少数民族

は幼少から漢族と同様の教育を受けているため、漢族として分類した。 
 

表１ 質問紙調査対象者内訳 
 主専攻 副専攻 無記名 
 

漢族 モンゴル族 漢族 モンゴル族  

1 年以下 1 0 86 78 16 
2 年 28 4 0 29 30 
3 年 19 41 0 0 33 

4 年以上 12 2 0 3 22 
合計 60 47 86 110 101 

 
4 質問紙調査結果 
4.1 質問紙調査結果（量的分析） 
 対象地域の NT に対する意識の傾向を調べるために、「NT の必要性」と「NT 必要性が

現れる場面」を明らかにするため、質問紙調査で得られた結果を量的データとして分析を

行った。 
まず、質問項目 3「NNT が教えた方が良い授業科目は何か」と質問項目 4「NT が教え

た方が良い授業科目は何か」について分析する。それぞれ赤峰学院における既存の授業科

目を配置し、複数選択で回答を求めた。その集計結果は以下のようになった。 
 

表 2 NT/NNT がそれぞれ担当した方が良いとする科目 

単位：％ 

主専攻 副専攻 

中国語 モンゴル語 中国語 モンゴル語 

NT NNT NT NNT NT NNT NT NNT 

文法 12 62 14 36 12 51 22 29 

聴解 52 33 39 27 41 8 15 10 

作文 10 27 16 18 6 7 3 5 

会話 81 13 84 32 46 27 28 32 

翻訳 12 48 11 34 12 30 27 36 

読解 12 33 9 27 14 22 10 16 

発音 79 10 64 25 64 17 42 25 

日本文化 62 21 36 27 58 27 28 23 

日本国家概況 25 19 27 18 36 20 12 7 

総合日本語 8 62 5 41 22 45 23 28 

その他 2 0 0 0 0 0 3 4 
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図 1 NT/NNT がそれぞれ担当した方が良いとする科目（主専攻・母語中国語） 

 

 
図 2 NT/NNT がそれぞれ担当した方が良いとする科目（主専攻・母語モンゴル語） 

 

 
図 3 NT/NNT がそれぞれ担当した方が良いとする科目（副専攻・母語中国語） 
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図 4 NT/NNT がそれぞれ担当した方が良いとする科目（副専攻・母語モンゴル語） 

 
図 1～4 から分かるように専攻・民族に関わらず全体的に学習者は NT に聴解・会話・

発音といった音声言語能力に関する授業、日本文化・日本国家概況といった日本を紹介す

る授業内容を求めていることが分かる。しかし、これらの結果は内モンゴルにおける NT
と NNT の授業配置と一致しているため、現状に引っ張られて回答してしまっていると考

えられることを留意したい。また、副専攻（母語モンゴル語）の会話のみ NNT の数値が

NT よりも高くなっていることが特筆すべき点として挙げられる。これに関しては次の質

問項目回答結果と合わせて後述する。 
 次に質問項目 8「NT は中国語を話す必要があるか」質問項目 9「あなたの学校に NT が

必要か」についての結果を分析する。 
 
表 4 NT に中国語能力が必要か、あなたの学校に NT が必要か 

単位：％ 
主専攻 

母語中国語

主専攻 

母語モンゴル語

副専攻 

母語中国語

副専攻 

母語モンゴル語

中国語能力必要 83 91 89 94

NT が必要 98 100 87 55

 
 

 
図 5 表 3 専攻・母語によるグラフ化 
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図 6 表 3 学習年数によるグラフ化 

 
 図 5 は表 3 の集計表をさらに専攻・母語で分け、棒グラフで表したものである。同様に

図 6 は表 3 をさらに学習年数に分け、折れ線グラフで表したものである。「NT は中国語を

話す必要があるか」に対する回答に関しては、図 5 では、いずれにおいても高い値が見ら

れるが、副専攻に比べると主専攻はやや低くなっていることが見て取れる。一方、図 6 で

は学習年数が上がるにつれて中国語が必要とする値は下がっている、一年未満の初級学習

者は中国語をより求めているという傾向が見られる。「あなたの学校に NT が必要か」に対

する回答に関しては、図 5 から主専攻では 100%必要であるとしているのに対して、副専

攻、特にモンゴル族ではかなり低い値になっている。学習年数では中国語の必要性とは逆

に学習年数が上がるほど NT の必要を求める値が上がっていることが分かる。これらの結

果から、導き出された仮説を以下に並べると、 
 
①副専攻よりも主専攻の学習者の方が NT に中国語能力を求める値は低くなる傾向がある。 
②学習年数が上がるほど日本語能力が高くなるとすると、能力が高くなればなるほど、NT

に中国語能力を求める値は低くなる傾向がある。 
 

上の 2 点となる。 
 最後に、質問項目 3、4 で得られた副専攻（母語モンゴル語）のみが NNT の方が会話を

教えた方が良いという結果と、質問項目 9 で得られた副専攻（母語モンゴル語）のみ NT
が必要であるという数値が著しく低くなっている結果を合わせて考察する。これには 3.1
で述べたように、副専攻（母語モンゴル語）の学習者に日本語を教える教員はいずれも日

本で博士学位を取得したモンゴル族教員であることが原因であると考えられる。彼らの日

本語は発音・会話能力のいずれにおいても日本人同様のレベルであるため、「母語話者レベ

ルの NNT から日本語を教わる自分たちにとって NT の必要性はない。」と学習者は考えて

いる。これには、副専攻（母語モンゴル語）学習者から「わざわざ日本人に教わらなくて

も日本人同様（レベル）の教員がいるので現状で満足している。（筆者訳）」といった自由

記述回答結果が得られていることも根拠として挙げられる。 
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4.2 質問紙調査結果（質的分析） 
4.2.1 KJ 法 

次に、質問項目 8「NT は中国語を話す必要があるか」について自由記述回答を分析す

る。分析方法として KJ 法を用いる。KJ 法について提唱者の川喜田(1970)は「一九六七年

に私は『発想法』という小著を書いた。その中で私は、問題解決の方法について論じた。

そして学問の方法として、書斎化学・実験科学のほかに、野外科学ともいうべきものの確

立が大切だと力説したのである。その野外科学的方法の中核的技術となるのが、私の提案

した KJ 法というものである。」としている。 
KJ 法は、元は地理学から始まり、文化人類学へと進んだ川喜田が自身の研究課題とし

て個別的にあるがままの風習の観察と記述から得られたバラバラのデータをなんとか統一

的にとらえようという方向を探るために作られた分析法である。方法は、まず集められた

データを切片化し名刺カード大の紙に記入する。この作業を「紙切れ作り」と呼び、この

紙切れを A.表面的類似性で集めない。B.あらかじめ抱いている既成概念で集めない。C.数
珠つなぎに、好きな物語にしない、といった注意点に留意しながらグルーピングを行う。 
 グルーピングによって集められた紙切れのグループに新たに名前を付ける。この作業を

「表札づくり」と呼ぶ。この作業を繰り返し、グルーピングできなくなるまでになったと

ころで、図解化する。ここまでを川喜田(1970)は「A 型図解化まで」とし、次に「B 型文

章化」に移るとしている。本質問紙調査で集められた回答は一問一答形式のデータであっ

たため、比較的切片化がしやすく、またグルーピングしまとめることで一般化を図るとい

う目的に沿うことからこの KJ 法を選択した。それぞれの図の中で大テーマの枠の大きさ

は中テーマ、小テーマの多さに由来している。 
 
4.3 比較考察 
4.3.1 専攻の違い 
 

 
図 7 比較考察専攻の違い 
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まず、主専攻と副専攻で比較し、結果を考察する。「必要である」に①NT 個人要因③

学習者能力不足αβ、「必要でない」に⑤向上心のテーマで差異が現れた。①NT 個人要

因に関しては、「NT が生活する上で問題が少なくなる。」とした日常生活に関すること

と、「中国語を知っていると日本語を教える上で比較できる。」とする授業のしやすさに関

するものが含まれている。一方、副専攻では、①NT 個人要因では後者の授業のしやすさ

に関するものが含まれていない。これは主専攻では日常的に NT の授業があり、副専攻で

は NT と触れ合う機会があまり無いという環境の違いが原因であると推察される。 
③学習者能力不足αβに関しては、主専攻は「自分は大丈夫だが、能力が低い学習者

にとっては NT の中国語能力が必要である。」とするα、副専攻は「自分の能力が不足し

ているから NT の中国語能力が必要である。」とするβがそれぞれ現れている。これは、

学習者全体が主専攻学習者は副専攻学習者に比べると日本語能力が高く、能力が高くなれ

ば NT の中国語能力が必要なくなると考えていることを表している。 
⑤向上心に関しては、主専攻の方が副専攻よりもやや大きく現れている。これは、日

本語能力を向上させるためには、NT に中国語能力を求めない方が良いという学習者の思

いがあり、主専攻にその傾向が強いことを示している。つまり、主専攻の学習者は副専攻

学習者に比べて、より日本語能力を向上させたいと考えているということであると推察さ

れる。副専攻学習者から「私たちはそこまで日本語を勉強する必要はない。」、「私の専門

は日本語ではない。」といったデータが得られていることが根拠として挙げられる。 
 次に、共通点として「必要である」に②相互交流・相互理解の場、「必要でない」に④

第三の力がそれぞれ現れた。②相互交流・相互理解の場に関しては、学習者全体として

NT と授業内外を問わず交流したいと考えている。主専攻では日常的に NT と触れ合う機

会があるため、やや具体的なデータが得られているが、大テーマとしては同じ考えであ

る。③学習者能力不足αが抽出された主専攻でも、この②相互交流・相互理解の場が抽出

された。これは矛盾しているようである。④第三の力では、主専攻の中でも抽出されてお

り、そのデータでは、「日本語が上手なクラスメイトが通訳すれば授業ができる。」といっ

た、主専攻の中でも自身の能力に不安のある学習者の意見が含まれている。一方、副専攻

では「英語で交流ができる。」といった英語を第三言語として挙げている。副専攻学習者

は第一外国語が英語のためである。同じ第三の力ではあるが、その指す力は違う。しか

し、③学習者能力不足αβのように、学習者の日本語能力が原因であるが、NT が中国語

を話す以外の別の手段を挙げているという点で共通しているため、共通点に位置してい

る。 
以上専攻の違いから得られた考察結果をまとめると、以下のようになる。 

 
(1)NT との接触機会の有無により、①NT 個人要因に差が生まれる。 
(2)学習者能力の高低により、NT に中国語能力を必要とする要因に違いが生まれる。 
(3)主専攻学習者は副専攻学習者よりも、日本語能力に対する向上心が高い。 
(4)学習者全体で NT との中国語での交流を求めている。 
(5)学習者は能力不足を感じる中でも、NT 中国語能力以外の交流手段も持っている。 

 
上の 5 点となる。 
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4.3.2 母語の違い 

 
図 8 比較考察母語の違い 

 
 まず、母語モンゴル語学習者の傾向について触れておく。モンゴル族の学習者は中国で

は少数民族として扱われ、“高考”（日本のセンター試験にあたる大学入試試験）の獲得ス

コアに特別ポイントが加算されるそのため、本来、赤峰学院をはじめその他の大学に入学

するために必要な高考スコアに満たない場合でも、その加算されたポイントによって入学

が可能になるケースがある。そして、その制度の恩恵によって入学したモンゴル族の学習

者たちは加算ポイントなしで入学した他の学習者たちと比べると学力が劣ると、教師たち

から考えられている。そうした前提を考慮した上で、母語の違いでは③学習者能力不足、

⑥モンゴル語が「必要である」に現れていることに注目したい。③に関してはαβの違い

がなく、母語中国語より母語モンゴル語の学習者がより自分たちの日本語能力不足を挙げ

ている。母語モンゴル語学習者は母語中国語学習者に比べて日本語を習得しやすいと考え

られているが、先述した前提から、母語モンゴル語学習者は自身の日本語能力に自信を持

っていないことが分かる。そのため、それに付随するものとして、⑥モンゴル語も現れる

結果となっている。 
 一方、共通点では①NT 個人要因、②相互交流・相互理解の場、④第三の力、⑤向上心

の 4 点が現れた。このことから、母語という観点では共通する概念が多く、全体的に母

語の違いで差異が少ないことが分かる。 
以上母語の違いから得られた考察結果をまとめると、 

 
(6)母語モンゴル語学習者は母語中国語学習者に比べ、日本語能力に自信が無い。 
(7)母語モンゴル語学習者は NT にモンゴル語能力も求めることがある。 
(8)母語の違いでは大きく差異が生まれない。 

 
上の 3 点となる。 
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4.3.3 学習年数の違い 
 最後に学習年数の違いについて比較し、結果を考察する。 

 
図 9 比較考察学習年数の違い 

 
学習年数の違いでは、「必要である」に③学習者能力不足αβ、「必要でない」に④第三

の力、①NT 個人要因、⑤向上心がそれぞれ差異として現れた。③学習者能力不足αβに

関しては、学習年数 1~2 年で「自分は NT に中国語能力がないと、大丈夫じゃない。」と

するβ、学習年数 3~4 年で「自分は NT に中国語能力がなくても、大丈夫。」とするαと

なっている。つまり、学習年数 1~2 年学習者はまだ自分の日本語能力に自信がなく、3~4
年学習者ではその日本語能力が NT に中国語能力を求めないレベルまで成長していること

を示している。④第三の力に関しては、学習年数 1~2 年学習者のみに現れている。これは、

学習年数 3~4 年では第三の力に頼る必要がないため、初級学習者である学習年数 1~2 年

にしか現れなかったためであると説明できる。 
①NT 個人要因に関しては、学習年数 3~4 年の方が、学習年数 1~2 年より大きい。学習

年数が上がるにつれて、NT 個人要因に影響があることを示している。これは、自身の日

本語能力に自信がつき、NT の視点に立つ余裕が生まれ、「NT が勉強することは構わない

が、私は必要としていない。」という立場に立てるようになっていることや、学習年数が長

くなると同時に NT との付き合いも長くなり、その分 NT の立場になって考えられるよう

になるということが推察される。そのため、学習年数 1~2 年では、NT 個人要因は小さく、

同時に別の手段である④第三の力が必要としている。⑤向上心に関しては、学習年数が上

がるにつれて大きくなっていることが分かる。これは、専攻の違いでも触れた、自身の日

本語能力が高ければ高いほど、日本語能力に対する向上心が上がる傾向があることに共通

している。以上をまとめると、 
 

(9)学習年数が長くなると、その学習者たち自身は NT 中国語能力を必要としなくなる。 
(10)学習年数が長ければ長いほど、日本語能力に対する向上心が高くなる。 

 
上の 2 点となる。 
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4.4 質問紙調査まとめ 
4.3 で集められた 10 の考察結果を検討すると、学習者の能力に関するものでは、(2)学習

者能力の高低により、NT に中国語能力を必要とする要因に違いが生まれる。(3)主専攻学

習者は副専攻学習者よりも、日本語能力に対する向上心が高い。(6)母語モンゴル語学習者

は母語中国語学習者に比べ、日本語能力に自信が無い。(9)学習年数が長くなると、その学

習者たち自身は NT 中国語能力を必要としなくなる。(10)学習年数が長ければ長いほど、

日本語能力に対する向上心が高くなる。これら 5 つがある。言い換えれば(2)(3)(6)(9)(10)
は、日本語能力が高ければ高いほど、向上心も高くなる。また、向上心が高い学習者は NT
に中国語能力を必要なし、としているということから、（一）日本語能力が高くなると向上

心も高くなる。 
そして、向上心が高ければ高いほど、NT に中国語能力を必要としなくなる、とまとめ

ることができる。また、交流という観点で見れば、(4)学習者全体で NT との中国語での交

流を求めている。(5)学習者は能力不足を感じる中でも、NT の中国語能力以外に交流手段

も持っている。これら 2 つの結果を統合して（二）NT 中国語能力は交流ストラテジーの

中の 1 つとして、望まれている。と言い換えることができる。(1)NT との接触機会の有無

により、①NT 個人要因に差が生まれる。これも（二）に集約できる。残った(7)母語モン

ゴル語学習者は NT にモンゴル語能力も求めることがある。と(8)母語の違いでは大きく差

異が生まれない。をまとめ、（三）母語の違いで差異はないが、母語モンゴル語学習者は NT
にモンゴル語能力を求めることもある。とした。まとめると、 
 
（一） 日本語能力が高くなると向上心も高くなる。そして、向上心が高ければ高いほど、

NT に中国語能力を必要としなくなる。 
（二） NT 中国語能力は交流ストラテジーの中の 1 つとして、望まれている。 
（三） 母語の違いで大きな差異はないが、NT にモンゴル語能力を求めることもある。 
 

以上、質問紙調査考察の結果、3 つの結論が得られた。この 3 点が母語・専攻・学習年

数で分類した学習者の NT に対する中国語能力を必要とするかどうかに関わる要因の一般

化である。 
 
4.5 仮説の検証 
4.5.1 ①の検証 

量的分析で立てられた仮説①副専攻よりも主専攻の学習者の方が NT に中国語能力を求

める値は低くなる傾向がある。を検証する。(3)主専攻学習者は副専攻学習者よりも、日本

語能力に対する向上心が高い。という点と、上記（一）の 2 点から、主専攻学習者が副専

攻学習者よりも日本語能力に対する向上心が高く、そのため、NT に中国語能力を求める

値は低くなると説明ができる。よって、仮説①は信頼性があると判断できる。 
 

4.5.2 ②の検証 
②学習年数が上がるほど日本語能力が高くなるとすると、能力が高くなればなるほど、

NT に中国語能力を求める値は低くなる傾向がある。この仮説②を検証する。学習年数が
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上がると日本語能力も上がることと、能力が高くなると NT に中国語能力を求める値は低

くなる傾向があること、この 2 点の関連性は質的分析では明らかにならなかった。しかし、

(10)学習年数が長ければ長いほど、日本語能力に対する向上心が高くなる。と、（一）から、

信頼性があると判断できる。また、学習年数と NT に中国語能力を求める値との関係にお

いて、「NT との付き合いの長さ」という新たな視点が判明した。 
 

5 結論 
 本調査では、以下の三つの学習者が考える「NT の学習者母語能力」に関する結論が得

られた。 
 
（一） 日本語能力が高くなると向上心も高くなる。そして、向上心が高ければ高いほど、

NT に中国語能力を必要としなくなる 
（二）NT 中国語能力は交流ストラテジーの中の 1 つとして、望まれている。 
（三）母語の違いで大きな差異はないが、NT にモンゴル語能力を求めることもある。 
 
 （一）に関しては、三つの結論のうち唯一「NT 学習者母語能力必要性」がなくなる、と

する側の考えとして出たものである。しかし、現状では量的データで示されたように、全

体の約 8 割以上の学習者が NT に学習者母語能力を必要と考えていることから、（一）の

ように「NT 学習者母語能力必要性」がなくなる過程を進むことは将来的にはあるかもし

れないが、現状はあくまで「学習者の理想」となっていることが考えられる。つまり、「日

本語能力が高ければ、NT との接触場面において日本語だけで交流が図れるだろう。」とし

た、予想であって現実的にはそこまでの能力に至っていないということである。日本語を

学ぶ者として、理想的には NT に中国語能力を必要としないことが「向上心ある学習者」

であり、向上心ある学習者は「日本語能力が高い学習者」であるとしているが、現実では

そこまでの日本語能力に達していない学習者が多い。しかし、このように考える学習者が

主専攻に多いことから、（一）は主専攻で日本語を学ぶ学習者としての「プライド」とも考

えられる。 
 （二）に関しては、（一）とは別の視点で、日本語能力の高低に関わらず NT との接触場

面において、「NT 学習者母語能力必要性」が変化するとしているものである。NT には日

本人教師である前に日本を知る上で唯一の生教材であり、日本語音声言語能力以外にも日

本文化・日本事情を学ぶ上で重要な役割を担っている。この役割を果たすためには、NT と

交流することが望まれる。しかし、日本語能力が足りないために接触を避けてしまう。そ

こで、NT が中国語を話すことができると、NT との交流がスムーズに行え、日本文化・日

本事情を学ぶことができる。学習者はこのように考え、相互理解・相互交流の場では「NT
学習者母語能力」が必要としている。この点では、非常に地域特性が関係している。例え

ば、日本人が少ない地域や、NT が少人数しか在籍していない学校では、日本文化・日本

事情を学ぶ機会が限られ、一人の NT から多く学ぶためにより効率の良い交流を求めるの

ではないだろうか。そのためには、NT に学習者母語能力が必要であると学習者は考えて

いる。 
 （三）に関しては、モンゴル族と漢族が共存する地域の特徴を明らかにするために出さ
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れたものである。しかし、中国語（普通語）とモンゴル語といった母語の違いでは、学習

者の考えに大きな変化がないことが判明した。この点では、その他の国や地域でも同様の

結果が得られるといった可能性が示唆される結果となった。今回の調査地域である内モン

ゴル自治区では、モンゴル族学習者は中国語（普通語）が話せるために、モンゴル語を話

してほしいと考える学習者は非常に少数であったが、中国語が話せないモンゴル国内で同

様の質問紙調査を行えばモンゴル語を求める声があがるのではないだろうか。この点では、

「学習者母語能力」よりも、「学習者地域公用語能力」を求める傾向があると考えられる。 
 
６ まとめと今後の課題 
6.1 まとめ 
 以上のことから、学習者が NT に学習者母語能力を求める要因として、「学習者の日本語

能力不足」、「生教材としての交流」が考えられることとなった。前者は学習者の向上心と

日本語能力が学習者の「プライド」と繋がり、「学習者の理想」として NT に学習者母語能

力を求めなくなるという過程を進むことが明らかになった。一方、後者は NT の能力とは

別に、むしろ向上心が高い、プライドのある学習者がより、NT との交流を求め、結果的

に NT に学習者母語能力を求めると考えられることが示された。この 2 点は相反する要因

であるが、授業科目内容、授業内外とそれぞれの「場面」によって考えが異なっている。

つまり、学習者は NT と交流する際にこの「場面」に即して、交流ストラテジーの一つと

して学習者母語能力を求めることがある、ということである。地域特性を考慮し、この「場

面」によっての使い分けができることが、今後海外で働く NT が留意する必要がある点で

あると言えるのではないかと考える。 
 
6.2 今後の課題 
 本研究では、「NT 学習者母語能力」を求めるか否か、またその要因を明らかにした。今

後考えられる研究として、「NT 学習者母語能力」を求めるようになるプロセスを明らかに

し、より具体的な学習者の性質と考えを調査する必要がある。そのためには、同調査地域

で、より深い考えを知るために、フォローアップインタビュー調査を行い、データを質的

に分析し、学習者が NT に求める学習者母語能力についての詳細を明らかにしたい。その

結果から、今後中国をはじめ、海外で勤務する NT に対して、学習者母語能力について提

言したい。 
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日本語学習者の漢字学習ストラテジーに関する考察 

－非漢字圏学習者の漢字学習ストラテジー－ 

Kanji learning strategies of non-native Japanese learners 

 

                      中川愛理 

 

Summary 

This article is about how students who did not grow up with the Japanese writing system, study 

kanji. This study compares non-native Japanese learners overseas and non-native Japanese learners in Japan. 

According to the results, non-native Japanese learners in Japan tend to use the following strategy: “I try to 

guess the meaning of a kanji by its radicals and form.” They use this strategy more than non-native Japanese 

learners overseas. Therefore further research is needed in the future. 

【キーワード】非漢字圏、日本語学習者、漢字学習、ストラテジー、部首 

 

 

はじめに 

 日本語学習者は、どのようにして漢字を習得していくのだろうか。筆者は一年間、

オランダ国立南大学で日本語教育の教壇実習を行ってきた。以前から、はじめは日本

語を書くことも話すこともできなかった日本語学習者が、どのように言語を習得し、

それらを使いこなせるようになっていくのか、非常に興味があった。学習者は、毎週、

日本語の新しいことば、文型、漢字を学習することになる。しかしその中でも、一番

学習者が苦手としているのが漢字である、と考える。筆者は、オランダでの実習の中

で「漢字は難しいです。」「漢字はどうやって勉強しますか。」という言葉を学習者から

何度も耳にした。実際に、学習者の悩みに答えるべく、自分がこれまで実践してきた

漢字学習方法を伝えてきた。しかし、日本語母語話者である筆者の漢字学習方法が、

日本語非母語話者である学習者の漢字習得に効果があるのか、確証が持てないところ

である。海外で日本語教師として自分の母国語である日本語を外国人学習者に指導す

る場合に、学習者の気持ちを理解した漢字の効果的な指導法を考える余地がある。 

 

１．漢字学習ストラテジーとは 

 レベッカ L．オックスフォード（2001）が述べたように、漢字学習ストラテジーと

は「漢字をより易しく、より早く、より楽しく、より自主的に、より効果的にし、か
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つ新しい状況に素早く対処するために学習者がとる具体的な行動であり、知識の獲得、

蓄積、起想、情報の使用を助けるために学習者が使うさまざまな操作のこと」である。 

 

２．漢字学習ストラテジーに関する調査 

 

2－1．調査方法 

質問紙による調査を行った。まず、フェイスシートで国籍、母語、日本語学習歴、

現在の居住地、日本での居住経験の有無、日本で居住した、あるいはしている場所、

そしてその期間を問うた。 

そして、漢字についての意識を問うため、漢字の好き・嫌いについての意識調査を

行った。さらに、漢字の授業についての意見を聞くため、学校で受講している、また

はしていた漢字の授業が好きか・嫌いかを問うた。 

その後に続く、40 項目に及ぶ漢字の学習ストラテジーは、田野岡（2008）・許（2012）

が行った調査で使用したストラテジーを精査し、それ以外に必要だと思うストラテジ

ーは付け加えた。また、それらのストラテジーは田野岡（2008）にならい、書くスト

ラテジー、見るストラテジー、記憶に残るストラテジー、読むストラテジー、イメー

ジするストラテジーの 5 つに分類した。これらの項目を、アンケート用紙にはアトラ

ンダムに並べ、「いつもそうする」「ときどきそうする」「たまにそうする」「まったく

そうしない」の四段階で自分の気持ちに一番近いところにチェックしてもらった。 

アンケートは日本語版と英語版を用意し、どちらでも好きなほうを回答できるよう

にした。 

 

漢字の意識を問う調査の質問項目は次の 4 項目である。 

1．漢字に興味がある。 

2．漢字が好きだ。 

3．漢字の学習が好きだ。 

4．学校で受講している漢字の授業が好きだ。 

 

書く行為を伴うストラテジーは次の 12 項目である。 

  1．漢字の読み仮名を、声に出して読みながら書く。 

  3．覚えた漢字を使って文章を書く。 

  11．漢字の単語帳やカードを作る。 
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  13．何度も繰り返して漢字を書く。 

  17．毎日、日本語で日記を書く。 

 18．書道（習字）をする。 

  23．色ペンを使って漢字を書く。 

  28．空書き（空中に指で書く。）をする。 

  29・参考書（ドリルなど）を使って勉強する。 

  31．文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている。 

  33．頭や足など、体を使って書く。 

  36．漢字を書くとき、大きく、はっきり書く。 

 

見る行為を伴うストラテジーは次の 5 項目である。 

  5．日本語のインターネットサイトを見て新しい漢字を覚える。 

  9．日本語の字幕があるテレビや映画、アニメなどを見る。 

  15．教室の外で漢字の看板や広告を見る。 

 21．漢字のポスターなどを部屋に張る。 

  25．日本語で書かれたものを身に付けるなど、いつも身のそばにおいておく。 

 

読む行為を伴うストラテジーは次の 4 項目である。 

 4．日本語の新聞や雑誌などを読んで、漢字の知識を深める。 

  7．日本語の本（小説、マンガなど）を読む。 

  10．日本語のテープや CD を聞いて、同じように読む。 

  25．日本語で書かれた手紙やメールの文章を声に出して読む。 

 

記憶する行為を伴うストラテジーは次の 12 項目である。 

2．音読みと訓読みを区別し、分けて覚える。 

 3．覚えた漢字をノートに整理する。 

  6．わからない漢字があれば、辞書を使って調べる。 

  12．新しい漢字を覚えるとき、形で覚える。 

 14．漢字の熟語を使って覚える。 

 19．覚えた漢字を頻繁に復習する。 

  27．漢字の意味を覚える。 

  34．カラオケや CD の歌詞カードなどを見て、歌の歌詞を読んだり、見たり、歌
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ったりする。 

  37．漢字を学習する環境を作ろうとしている。 

  38．毎日、必ず漢字に触れる時間がある。 

  39．日本語で覚えた漢字が説明できるように心がける。 

  40．漢字の学習をするとき、自分を励ます。 

 

イメージする行為を伴うストラテジーは次の 7 項目である。 

  6．わからない漢字は先生や友達に尋ねる。 

  20．篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字のでき方をイメージする。 

 22．ニンテンドーDS やスマートフォンなどで漢字のゲームをする。 

  26．新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似ているところを

見つける。 

  30．インターネットや新聞などの漢字クイズをする。 

  32．テレビで漢字のクイズ番組を見て、勉強する。 

  35．とめる、はねる、はらうに気を付けて漢字を書く。 

 

2－2．調査対象者 

アンケートの調査対象者は、年齢、日本語学習期間、日本語レベルなどを問わない、

日本語学習者とした。しかし、国籍については中国や台湾、韓国など漢字圏の学習者

は除外した。これは、生活の中で全く漢字を使用しない海外非漢字圏日本語学習者（以

下、「ONK」と略す）、生活の中で漢字を目にする滞日漢字圏日本語学習者（以下、「JNK」

と略す）、二つのタイプの学習者によって使用している漢字学習ストラテジーに違い

があるのかを調査したかったからである。 

アンケートに協力してもらったのは、ONK 124 名、JNK58 名、合計 182 名である。

学習者が在籍している教育機関は、ONK がオランダ国立南大学、JNK が京都外国語

大学留学生別科、滋賀県立大学である。それぞれの人数の内訳を下の表 1 にまとめる。

（順不同） 

 

 

表 1：教育機関名と内訳 

教育機関名 回答者数 
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オランダ国立南大学（オランダ） 124 

京都外国語大学留学生別科 12 

滋賀県立大学 不明 

不明 46 

合計 182 

 

また、国別の人数の内訳を以下の表 2 に示した。（五十音順） 

 

表 2：国別回答者数の内訳 

国名 回答者数

アイルランド 5

アメリカ合衆国 5

イギリス 5

イタリア 11

インドネシア 1

オーストラリア 2

オーストリア 2

オランダ 124

カザフスタン 1

カナダ 1

スイス 1

スペイン 4

ドイツ 6

ニュージーランド 1

ブラジル 1

フランス 4

ブルネイ 1

ベトナム 2

ペルー 1

マレーシア 1

モンゴル 1
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メキシコ 2

合計 182

 

 アンケート協力者の合計は 182 名であるが、質問の回答によっては無回答などの無

効回答もあり、有効回答数は質問によって変動する。 

 

３．アンケートに基づく分析と考察１ 

 考察 1 では、学習者が抱いている漢字意識について明らかにする。 

 

3－1．漢字意識について 

 漢字意識については、漢字に興味があるかどうか、漢字が好きかどうか、漢字の学

習が好きかどうか、学校で受講している漢字の授業が好きかどうかの四つの質問を日

本語学習者に尋ねた。それらの質問に対し「4：よくあてはまる」「3：ややあてはまる」

「2：あまりあてはまらない」「1：まったくあてはまらない」の四段階評価のうち、最

も自分の気持ちに近い部分にチェックしてもらった。図中には、有効回答数を集計し

た各評価の人数と割合を表示した。質問によっては、無効回答もあった。 

 

3－2．漢字に対する興味 

 
図 1：漢字に対する興味 

 漢字に対する興味については、アンケート協力者 182 名中 109 名もの学習者が「4」

にチェックをし、63 名の学習者が「3」にチェックをした。また、「2」にチェックし

た学習者は 10 名しかおらず、「1」にチェックした学習者はいなかった。このことか

ら、漢字に興味のある日本語学習者が非常に多く、全体的に漢字に興味のある日本語

4:たいへんよ

くあてはまる

109人(59.9%)
3：やや

あてはまる

63人(34.4%)

2：あまり

あてはまらない

10人(5.5%)

1：まったくあ

てはまらない

0人(0%)
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学習者が多いことがうかがえる。 

 

3－3．漢字の好き・嫌い 

 
図 2：漢字の好き・嫌い 

 漢字が好きかどうかについては、「4」にチェックをした学習者が 63 名、「3」にチ

ェックをした学習者が 89 名であった。これらの数値から、漢字が好きな学習者が多

いことがうかがえる。また、「2」にチェックをした学習者は 26 名、「1」にチェックを

した学習者は 4 名であった。 

 漢字に興味のある日本語学習者が多い一方で、好きか嫌いか、と問われると、漢字

に対する意識は少し下がるようだ。 

 

3－4．漢字の学習の好き・嫌い 

 
図 3：漢字学習の好き・嫌い 

 漢字の学習が好きかどうかについては、「4」にチェックをした学習者が 33 名、「3」

4：よく

あてはまる

63人(34.6%)3：やや

あてはまる

89人(48.9%)

2：あまり

あてはまらない

26人(14.3%)

1：まったくあ

てはまらない

4人(2.2%)

4：よく

あてはまる

33人(18.1%)

3：やや

あてはまる

81人(44.5%)

2：あまり

あてはまらない

54人(29.7%)

1：まったくあ

てはまらない

13人(7.1%)

無回答1人
(0.5%)
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にチェックをした学習者が 81 名であった。また、「2」にチェックした学習者が 54 名、

「1」にチェックをした学習者が 13 名であった。 

漢字に対しプラスの意識を抱いている学習者が多い一方で、漢字の学習が好きかど

うか、と問われると、マイナスの意識を抱いている学習者も少なくないようである。 

 

3－5．学校で受講している漢字の授業に満足しているか 

 
図 4：漢字授業の満足度 

 最後に、学校で受講している漢字の授業に満足しているかどうかを問うた。この質

問に対し、「4」にチェックをした学習者が 58 名、「3」にチェックをした学習者が 76

名であった。学校で受講している漢字の授業に満足している学習者が多く、良い結果

が得られた。しかし、「2」にチェックをした学習者が 42 名、「1」にチェックをした学

習者も 3 名いた。学校で受講している漢字の授業に満足している学習者が多い一方、

授業、教師、なんらかの要素に満足していない学習者も少なからずいるようである。 

 

４．アンケートに基づく分析と考察２ 

 考察 2 では、ONK、JNK が多用しているストラテジーを明らかにし、それぞれの

学習者によって、使用しているストラテジーにどんな傾向があるのかを述べていく。 

 

4－1．使用頻度が高いストラテジー 

 ONK、JNK それぞれで使用頻度の平均値が高いものを 10 位までリストアップし

た。 

 

4－2．ONK が多用しているストラテジー 

4：よく

あてはまる

58人(31.9%)

3：やや

あてはまる

76人(41.8%)

2：あまり

あてはまらない

42人(23.1%)

1：まったくあ

てはまらない

3人(1.6%)

無回答3人
(1.6%)

日本語学習者の漢字学習ストラテジーに関する考察

112



 
 

表 3：ONK が多用しているストラテジー 

 

ONK では、記憶するストラテジーが上位に多く入った。ONK にとって、漢字とい

うものはひとつの学習項目であり、覚えなければならないもの、という意識が強いよ

うである。また、記憶するストラテジーに次いで、書く行為を伴うストラテジー、イ

メージするストラテジーが多く入っていた。 

 一方、見る行為を伴うストラテジー、読む行為を伴うストラテジーは上位には入ら

なかった。 

 

4－3．JNK が多用しているストラテジー 

表 4：JNK が多用しているストラテジー 

順位 項目 平均値

1 漢字の意味を覚える 3.41

2 何度も繰り返して漢字を書く 3.33

3 新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似ていると

ころを見つける 

3.22

4 文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている 3.17

順位 項目 平均値 

1 漢字の意味を覚える 3.44

2 何度も繰り返して漢字を書く 3.55

3 文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている 3.33

4 とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書く 3.32

5 新しい漢字を覚えるとき、形で覚える 3.15

6 新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似ていると

ころを見つける 

3.12

7 覚えた漢字を使って文章を書く 3.07

8 わからない漢字があれば辞書を使って調べる 3.06

9 漢字の学習をするとき自分を励ます 3

10 わからない漢字は先生や学生に尋ねる 2.96

10 漢字を書くとき、大きくはっきり書く 2.96

10 漢字を学習する環境を作ろうとしている 2.96
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5 わからない漢字があれば、辞書を使って調べる 3.16

6 わからない漢字は先生や友達に尋ねる 3.10

7 篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の出来かたをイメージ

する 

3.05

 とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書く 

9 覚えた漢字を使って文章を書く 2.97

10 漢字を書くとき、大きく、はっきり書く 2.96

 

JNK では、イメージするストラテジーが多く入った。JNK は、普段の生活の中で

漢字を目にしたり、読んだりすることが多々ある。このことから、イメージするスト

ラテジーを多用する、という結果になったのであろう。また、イメージするストラテ

ジーに次いで、書くストラテジーも多く上位に入った。一方、ONK では多く上位に入

った記憶するストラテジーが「漢字の意味を覚える」「わからない漢字があれば、辞書

を使って調べる」の二つだけであったことは興味深い。 

 

５．アンケートに基づく分析と考察３ 

 ここでは、ONK・JNK で両者の上位 10 位に共通して入っているストラテジーにつ

いて述べていく。 

 

5－1．両者に共通するストラテジー 

 7 つのストラテジーが、両学習者の上位 10 位に共通して入っていた。 

 

（１）漢字の意味を覚える 

表 5：（１）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 1 位 1 位

平均値 3.44 3.41

 

ONK と JNK では揃って 1 位に「漢字の意味を覚える」が挙げられている。ONK

では 3.44 ポイント、JNK においても 3.41 ポイントと、両者共に高い数値であった。

渡辺（2014）が行った「非漢字圏学習者のための漢字語彙学習ストラテジー尺度の開

日本語学習者の漢字学習ストラテジーに関する考察

114



 
 

発」においても「よく使う漢字語彙の意味を覚える」ストラテジーが 87 項目中 4 位

で上位に入っていることから先行研究と一致する。また、このストラテジーは私たち

日本語母語話者が漢字を覚えるときにも良く使う要素であり、漢字を学習する際には

必要不可欠なストラテジーである。 

 

（２）何度も繰り返して書く 

表 6：（２）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 2 位 2 位

平均値 3.35 3.33

 

両者の 2 位であったのは「何度も繰り返して書く」というストラテジーだった。こ

のストラテジーはマテラ（2013）の「チェコの大学における日本語学習者の漢字学習

に対する意識とストラテジーに関する調査」において 1 位であった。チェコは、筆者

が今回アンケートを行ったオランダの学習者とも同じヨーロッパ圏内であり、このス

トラテジーは非漢字圏日本語学習者がよく使うストラテジーである、と考えられる。 

 

（３）文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている 

表 7：（３）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 3 位 4 位

平均値 3.33 3.17

 

 「文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている。」というストラテジーも、

ONK が 3.33 ポイントで 3 位、JNK が 3.17 ポイントで 4 位であることから、非漢字

圏日本語学習者が漢字を学習するときに「よく使う」ストラテジーと言って良いだろ

う。この結果から、学習者が日本語で文章を書くときに、これまで学習した漢字を積

極的に使っていこう、という意識の高さがうかがえる。また、もしその漢字を忘れて

しまったとしても辞書や携帯で検索をし、できるだけ習った漢字を使おう、という前

向きな気持ちもうかがえた。 

（４）とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書く 
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表 8：（４）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 4 位 7 位

平均値 3.32 3.05

 

ONK では「とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書く」という要素が 3.32

ポイントで上位に入っていた。アンケートに協力してもらったオランダ国立南大学で

は、一年生から四年生までの全学年を通して、漢字の学習に『BASIC KANJI BOOK』

の教科書を使用している。『BASIC KANJI BOOK』の教科書には、注意書きに「漢字

を書くときには、とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書く」ということが記

載されている。 

筆者も漢字の授業をする際には、実習先大学で日本語を教えている先生から「学習

者が、とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書いているか確認してください。」

との指導を受けた。オランダ国立南大学では、普段の授業からこれらのことを教師が

意識し、指導する際には学習者に呼びかけているのであろう。また、漢字の試験では

「とめる、はねる、はらう」ができていなければ、減点になってしまう。そのため、

学習者も普段から正しく漢字を書くよう心がけているのである。 

 一方、このストラテジーは JNK においても 7 位で 3.05 ポイントであった。両者共

に「とめる、はねる、はらうに気をつけて漢字を書く」という基本的な事柄は大切な

ようだ。 

 

（５）新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似ている 

ところを見つける 

表 9：（５）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 6 位 3 位

平均値 3.12 3.22

 

JNK の上位では「新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習した漢字と似てい

るところを見つける」という要素が 3.22 ポイントで多くの人が「よく使う」と答えて

いた。今回アンケートをとった京都外国語大学留学生別科、滋賀県立大学で勉強して
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いる学習者は、普段の生活の中で多くの漢字を目にする。そのため、新しい漢字を覚

えるときに、これまで自分が学習した漢字と似ているところを見つけて関連させる、

ということが ONK に比べてより可能なのだ。 

また、このストラテジーは ONK においても 3.12 ポイントで上位に入っていた。 

 

（６）覚えた漢字を使って文章を書く 

表 10：（６）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 7 位 9 位

平均値 3.07 2.97

 

 このストラテジーも両者共に上位に入っていた。しかし、（3）で述べた「文章を書

くとき、できるだけ覚えた漢字を使っている」のストラテジーに比べると、両学習者

共に平均値と順位が少し下がる。前の項で述べた「文章を書くとき、できるだけ覚え

た漢字を使っている」のストラテジーは、「もし漢字を忘れてしまったとしても、辞書

や携帯を使いその漢字を検索し、できるだけ覚えた漢字を使っていこう。」というスト

ラテジーである。しかし、この項で述べる「覚えた漢字を使って文章を書く」という

のは、文章の中で漢字を書くときには、完全にその漢字を覚えていなければならない。

これらの理由から学習者が難しさを感じ、平均値とデータが下がったのではないか、

と考える。 

 

（７）わからない漢字があれば、辞書を使って調べる 

表 11：（７）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 8 位 5 位

平均値 3.06 3.16

 

JNK では「わからない漢字があれば、辞書を使って調べる」という要素も 3.16 ポ

イントと高い数値であった。一方、ONK では 7 位で 3.06 ポイントと JNK に比べ順

位とポイントは少し下がる。JNK は ONK に比べ、日本語の辞書や電子辞書というも

のが手に入りやすい環境にあることから、このストラテジーの順位とポイントが海外
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に比べて高かったのであろう。しかし、現代では、海外にいてもネットで日本語の辞

書や電子辞書を手軽に購入することができる。このことから、海外においてもこのス

トラテジーが上位に入ったと考えられる。 

 

5－2．ONK ならではのストラテジー 

 ここでは、JNK に比べ、ONK が「よく使う」と答えたストラテジーを紹介する。 

 

（１）新しい漢字を覚えるとき、形で覚える 

表 12：ONK ならではの（１）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 5 位 11 位

平均値 3.15 2.93

 

ONK では「新しい漢字を覚えるとき、形で覚える」というストラテジーが 3.15 ポ

イントと高い数値を占めていた。このことから、ONK は JNK に比べ、漢字を記号や

マークとして捉えている、ということがうかがえる。ONK にとって漢字というもの

は、自分たちの言語に存在しない未知の文字なのである。 

 一方、このストラテジーは JNK では 11 位で 2.93 ポイントと、わずかではあるが

ONK に比べて順位、平均値が共に低かった。普段の生活の中から漢字をよく目にする

学習者にとってこのストラテジーはあまり重要ではないようである。 

 

（２）漢字の学習をするとき自分を励ます 

表 13：ONK ならではの（２）における両者の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 9 位 13 位

平均値 3 2.86

 

 このストラテジーは、わずかではあるが ONK のほうがポイント、順位共に上だっ

た。「4－2．非漢字圏が多用しているストラテジー」でも述べたように、ONK にとっ

て漢字はひとつの学習項目であり、勉強しなければならないもの、という意識が強い。

このことから、学習する際に気持ち作りから始める学習者が多いのではないか、と考
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える。 

 

5－3．JNK ならではのストラテジー 

 JNK では、ONK と比べ、多用するストラテジーに明確な差が表れた。 

 

表 14：滞日ならではの海外・滞日の順位と平均値 

 ONK JNK 

順位 22 位 7 位

平均値 2.45 3.05

 

JNK では「篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の出来かたをイメージす

る」というストラテジーが 3.05 ポイントで 7 位と上位に入っていた。一方、ONK で

は 2.45 ポイントで 22 位と、それほどこのストラテジーを重視していないようである。

普段の生活の中でも漢字をよく目にする JNK は、篇（へん）や旁（つくり）などの漢

字の部首から漢字の出来方をイメージすることが可能であるが、生活の中で漢字を目

にすることが少ない ONK にとっては使用することが難しいストラテジーのようだ。 

 また、上位には入らなかったが「教室の外で漢字の看板や広告を見る」という日本

に住んでいるからこそできるストラテジーも、ONK に比べ JNK が多用していた。（付

録 1：全ストラテジーの平均値と順位参照） 

 

６．おわりに 

 今回の調査では、日本語学習者の漢字に対する意識や使用している漢字学習ストラ

テジーについて知ることができた。筆者は、一年間オランダで教壇実習を行って来た

ため、自分が指導していた学習者からの生の声を聞くことができたことは非常に有益

であった。 

漢字に対する意識調査では、学習者の漢字意識が高いという結果が得られたことが

収穫であった。しかし、漢字に対する意識が高い一方で、学習に対する意識となると、

意識が下がってしまうのが課題である 。 

 また、今回の調査では ONK、JNK の漢字学習ストラテジーを比較することで、両

者では、漢字を学習するときに異なるストラテジーを使用していることがわかった。

JNK は、普段の日常生活の中でもよく漢字を目にすることができる環境であることか

ら、漢字を勉強しなければならない、という意識が強い。 
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一方、ONK にとって漢字というものは一つの学習項目、という意識が強く、記憶す

るストラテジーを多用していることがわかった。その結果、「篇（へん）や旁（つくり）

などの部首から漢字の出来かたをイメージする」というストラテジーを、JNK では多

用しているにもかかわらず、ONK ではそれほど重視されていなかった。これは、今回

調査を行った JNK が日本で生活をしており、ONK に比べて漢字を目にする機会が多

いために多用することができる、JNK ならではのストラテジーではないだろうか。 

 今回の調査では、非漢字圏日本語学習者がどんなストラテジーを使って漢字を習得

しているのかを知ることができた。漢字学習法や漢字指導法についての論文や著書が

多く書かれている一方、漢字教育についてはまだ課題が多いのが現状である。本稿で

の成果を生かし、学習者が漢字を習得するときに使用しているストラテジーを考慮し

た、教師の漢字指導の在り方について模索していきたい。 

 

７．今後の課題 

今後は、JNK が「篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の出来かたをイメ

ージする」ストラテジーを多用しているということに焦点を当て、日本で日本語を学

習をしている者、海外で日本語を学習をしている者、留学、インターンシップなど何

らかの理由のために日本で生活していたが、その後帰国してしまった者、3 つのタイ

プの学習者が使用している漢字学習ストラテジーを比較し、漢字のストラテジー変容

について明らかにしていく。また、そのアンケート結果に基づき、3 つのタイプの学

習者の意識にはどんな変化があるのかを問うため、対面調査を実施する。さらに、そ

のデータを M-GTA を用いて分析を行い、量的側面、質的側面の両方から調査を進め

る予定である。 

日本で学習している者は漢字の接触量が多いため、自身が使用するストラテジーの

確立ができていることが期待される。また、どうして海外で学習している者に比べて

「篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の出来かたをイメージする」ストラ

テジーを多用することができるのか、という点についても明らかにしていきたい。そ

の一方で、海外で学習をしている者は漢字の接触量が少なく、まだ自身の使用ストラ

テジーの確立ができていないのではないか、と考える。日本で生活をしたことがある

が、その後自分の国へ帰ってしまった者についても、日本と海外で学習している際に

は生活環境が全く異なるために、使用する漢字学習ストラテジーにはどのような違い

があるのか、学習者の意識にはどのような影響を与えているのか、非常に興味深い。

今後もさらなる研究を進めていきたい。 
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付資料 1 

全ストラテジーの平均値と順位 

番号 ストラテジー 海外（位） 滞日（位）

1 漢字の読み仮名を、声に出して読みながら書く。 2.86（13） 2.79（15）

2 音読みと訓読みを区別し、分けて覚える。 2.43（23） 2.53（21）

3 覚えた漢字をノートに整理する。 2.79（15） 2.90（12）

4 日本語の新聞や雑誌などを読んで、漢字の知識

を深める。 

1.80（34） 

 

1.83（32）

5 日本語のインターネットサイトを見て新しい漢

字を覚える。 

2.27（28） 

 

2.47（23）

6 わからない漢字があれば、辞書を使って調べる。 3.06（8） 3.16（5）

7 日本語の本（小説、マンガなど）を読む。 2.07（29） 2.31（26）

8 覚えた漢字を使って文章を書く。 3.07（7） 2.97（9）

9 日本語の字幕があるテレビや映画、アニメなど

を見る。 

2.35（25） 

 

2.48（22）

10 教科書のテープや CD を聞いて、同じように読

む。 

2.07（29） 1.83（32）

11 漢字の単語帳やカードを作る。 2.34（27） 2.36（25）

12 新しい漢字を覚えるとき、形で覚える。 3.15（5） 2.93（11）

13 何度も繰り返して漢字を書く。 3.35（2） 3.33（2）

14 漢字の熟語を作って覚える。 2.73（17） 2.78（16）

15 教室の外で漢字の看板や広告を見る。 2.36（24） 2.67（19）

16 わからない漢字は先生や友達に尋ねる。 2.96（10） 3.10（6）

17 毎日、日本語で日記を書く。 1.18（40） 1.48（39）

18 書道（習字）をする。 1.44（36） 2.22（28）

19 覚えた漢字を頻繁に復習する。 2.75（16） 2.71（17）

20 篇（へん）や旁（つくり）などの部首から漢字の

出来かたをイメージする。 

2.45（22） 

 

3.05（7）
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21 漢字のポスターなどを部屋に貼る。 1.35（38） 1.33（40）

22 ニンテンドーDS やスマートフォンなどで漢字

のゲームをする。 

1.95（31） 

 

1.72（35）

23 色ペンを使って漢字を書く。 1.49（35） 1.79（34）

24 漢字で書かれたものを身に付けるなど、いつも

身のそばにおいておく。 

1.89（32） 1.90（31）

25 日本語で書かれた手紙やメールの文章を声に出

して読む。 

2.35（25） 1.93（30）

26 新しい漢字を覚えるとき、これまで自分が学習

した漢字と似ているところを見つける。 

3.12（6） 

 

3.22（3）

27 漢字の意味を覚える。 3.44（1） 3.41（1）

28 空書き（空中に指で書く。）をする。 2.73（18） 2.86（13）

29 参考書（ドリルなど）を使って勉強する。 2.56（21） 2.19（29）

30 インターネットや新聞などの漢字クイズをす

る。 

1.89（32） 1.67（36）

31 文章を書くとき、できるだけ覚えた漢字を使っ

ている。 

3.33（3） 3.17（4）

32 テレビで漢字のクイズ番組を見て勉強する。 1.39（37） 1.60（37）

33 頭や足など、体を使って漢字を書く。 1.29（39） 1.52（38）

34 カラオケや CD の歌詞カードなどを見て、歌の

歌詞を読んだり、見たり、歌ったりする。 

2.72（19） 

 

2.40（24）

35 とめる、はねる、はらう、に気をつけて漢字を書

く。 

3.32（4） 3.05（7）

36 漢字を書くとき、大きく、はっきり書く。 2.96（10） 2.96（10）

37 漢字を学習する環境を作ろうとしている。 2.96（10） 2.71（17）

38 毎日、必ず漢字に触れる時間がある。 2.63（20） 2.24（27）

39 日本語で覚えた漢字が説明できるように心がけ

る。 

2.81（14） 2.66（20）

40 漢字の学習をするとき、自分を励ます。 3（9） 2.86（13）
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2016 年度研究会 講演会報告 
 
カルチュラル・スタディーズ研究会、日本語・日本語教育研究会、第 2 回合同研究会 
日時 2016 年 7 月 29 日（金）場所：京都外国語大学 
「マルティン・ハイデッガー「ヒューマニズム」書簡（1947）を読む 
―後期ハイデッガーの思索に照らしてみた、シューベルト『冬の旅』の理解について―」 
講演者：古畑正冨 (京都外国語大学ラテンアメリカ研究所客員研究員） 
 
 本講演は、後期ハイデッガーの思索の原点となった、「ヒューマニズム」書簡（1947）を読み、

その要諦を考察することにより、シューベルト『冬の旅（Winterreise）』（1827）を彩るヴィルヘ

ルム・ミュラーのドイツ語原詩との比較を試みた。ここで重視されるのは、ハイデッガーの感情

に深甚な影響を与え、「ヒューマニズム」書簡の中でも言及されるドイツの詩人ヘルダーリンの

作品であり、とくに、『パンと酒（Brot und Wein: An Heinze）』（1800/1801）は示唆に富む。 

 ちなみに、ヘルダーリンの詩作を特徴づけるのは、彼の魂の奥底を暗く照らす「大いなる影」

が残したターミノロジーに他ならず、これらの要素を痕跡として、ハイデッガーの文学的志向に

隠された「光と影」のメタヒストリーおよび「影の現象学」へ接近することが可能である。そし

て、シューベルト『冬の旅』の冒頭「おやすみ（Gute Nacht）」から続くライト・モチーフに重ね

合わせることで、日本の歌曲『荒城の月』（1901／作詞：土井晩翠、作曲：瀧廉太郎）に鑑み、

ハイデッガーの「詩的想像力」が日本人の心の琴線に触れる内在平面をもつことを指摘した。 

 
日本語・日本語教育研究会  
日時 2016 年 10 月 15 日（土） 場所：京都外国語大学 
「日本語初級クラスにおける『文脈化』・『個人化』の意義と方法」 
講演者：川口義一（言語・生活研究所 代表 早稲田大学名誉教授） 
 

ご講演では、実践の中で編み出された教授法、および教授理念についてご説明いただいた。 
「文脈化」は、教室内の学習者に対し、リアルで意味のある言語行動を通し、語彙や文法を学

ぶ機会を与えるというものである。ご講演中、実際に、教室文脈を体現したものとして「出欠ゲ

ーム」や「文法スキット」といった活動を紹介いただいた。 
また、「個人化」は、自分のことについて、語らせたり書かせたりすることで、個々人の表現

力を伸ばすというものである。個人化に関しても、実際に氏が現場で行っている「個人化質問」

や「個人化作文」などの教室活動をご紹介いただいた。 
「文脈化」「個人化」による教室活動は、文化的な行事や企業内の会話など、従来の教室外の

コミュニケーションを扱った内容と比較し、学習者にとって馴染みのある活動である。そして、

学習者が確実に日本語を身につける上で、極めて効果的な教授法である。（代筆：辻） 
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第８回国際言語文化学会 日本語・日本語教育研究会 
日時：2016 年 12 月 22 日（木） 場所：京都外国語大学 
「京都の祭にみる由緒の機能」 
講演者：村山弘太郎（京都外国語大学 日本語学科講師） 
 
 本報告では、江戸時代の京都で行われた祭礼が直面した争論を通して祭礼運営維持の論理に

ついて考察した。素材として扱ったのは西陣の氏神である今宮神社の祭礼、今宮祭である。いく

つかの祭礼に関わる争論について検討した結果、祭礼運営維持の論理として古格や先格といっ

た「仕来り」の遵守が重要視されているが、それは祭礼内における諸存在の序列維持が目的であ

り、序列に影響がない場合においては「仕来り」は崩されることを指摘した。 
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『国際言語文化学会 日本学研究』原稿執筆規定 
 
京都外国語大学日本語・日本語教育研究会、カルチュラル・スタディーズ研究会では、年１回、研

究会誌『国際言語文化学会 日本学研究』を刊行する。 
 
１．執筆資格： 
その年度の研究会において口頭発表することを原則として条件とする。 
２．原稿の種類： 
1)原稿の種類は以下のとおりで、編集委員会が認めたものとする。 
研究論文：日本学または文化の研究および関連領域について、新規性・独創性のある研究、かつ、

論証性のあるもの。 
2)すべての論文は「投稿論文」として扱い、2 名の査読者による査読を行う。査読に当たった者の

一覧は公開するが、個々の論文における査読者の氏名は公開しない。 
3)論文は未発表のものに限る。他誌に同時に投稿していることがわかった場合は不採用とする。た

だし、未公刊の修士論文、博士論文の一部は投稿できる。 
4)翌年 3 月発行の会誌に掲載されるものの締め切りは 1月の第1日曜日とする。 
３．原稿の分量等： 
1)論文は、原則として 20 ページまでとする。 
2)図表などは上記の枚数に含まれるものとする。 
3)締切日を過ぎた原稿は受け付けない。 
４．要旨などについて： 
論文の初めに英語の要旨をつけること。要旨の分量は 800 字までとする。また、タイトルは、欧

文和文両方を必要とする。 
５．校正： 
原則として、査読以後の文章の訂正、加筆は認めない。ただし、査読者の指示があった場合に限り、

その箇所を修正できる。 
６．原稿の採否： 
編集委員会による査読によって締切日から約１か月で決定される。 
７．原稿の掲載： 
当該号の投稿論文数、その他の事情により次号に繰り越す場合がある。その場合、編集委員会は投

稿者に連絡し、協議するものとする。 
８．その他： 
必要な事項については、編集委員会の議を経て決定する。 
９.著作権について： 
掲載原稿の著作権は、執筆者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を電子化し、インター

ネット公開・配布するための権利を有するものとする。 
10．原稿の送付先： 
r_kageura@kufs.ac.jp（影浦） 
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国際言語文化学会日本学研究第 2号(1)(2) 

 

執筆者 

安達万里江 京都外国語大学 日本語学科 非常勤講師 

岩崎真梨子 八戸工業大学 感性デザイン学科 講師 

牛島  万 京都外国語大学 国際言語平和研究所 嘱託研究員 

浦井 智司 京都外国語大学 外国語学研究科 博士前期課程 

影浦 亮平 京都外国語大学 国際言語平和研究所 嘱託研究員 

古畑 正富 京都外国語大学 ラテンアメリカ研究所客員研究員 

佐藤 聖矢 八戸工業大学 感性デザイン学科 デザイン専攻 

高橋 克欣 京都外国語大学 フランス語学科 講師 

武内英公子 神戸大学 国際教養教育院 非常勤講師 

辰巳  遼 京都外国語大学 英米語学科 非常勤講師 

辻  周吾 京都学園大学 経済経営学部 非常勤講師 

中川 愛理 京都外国語大学 外国語学研究科 博士前期課程 

野添 実咲 八戸工業大学 感性デザイン学科 デザイン専攻 

村山弘太郎 京都外国語大学 日本語学科 講師 

柳  信愛 京都外国語大学 外国語学研究科 博士後期課程 

渡辺 恭彦 奈良女子大学 非常勤講師 

 

査読委員 

安藤  直 名古屋学芸大学 名誉教授/京都外国語大学 英米語学科 非常勤講師 

岩崎真梨子 八戸工業大学 感性デザイン学科 講師 

影浦 亮平 京都外国語大学 国際言語平和研究所 嘱託研究員 

川﨑 一喜 大阪大学 非常勤職員 

小松 麻美 蔚山大学 日本語日本学科 講師 

辻  周吾 京都学園大学 経済経営学部 非常勤講師 

恒木健太郎 専修大学 経済学部 准教授 

中川 良雄 京都外国語大学 日本語学科 教授 

福家 崇洋 富山大学 人文学部 准教授 

 

編集委員会 

編集委員長 

辰巳  遼 京都外国語大学 英米語学科 非常勤講師 

 

影浦 亮平 京都外国語大学 国際言語平和研究所 嘱託研究員 

辻  周吾 京都学園大学 経済経営学部 非常勤講師 
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