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はじめに 
 

 

 

 「CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロジェクト」(2010 年 3 月～進行中) の 3 年目の活動が終

了し、この報告書第 3 号を出すことができた。 

 当プロジェクトは、ルーヴァン・カトリック大学（ベルギー）とグルノーブル・スタンダール大

学（フランス）による国境を越えた共同プロジェクトであり、把握しにくいとされているCEFR の

B レベルを、学習者の言語行動、言語活動を実際に調査・観察することにより明確にし、CEFR の

行動主義に基づいたカリキュラムを構築することを目標としている。CEFR では、口頭での産出、

書く産出、聞く受容、読む受容、やりとりという 5 技能が提示されているが、初年度は、口頭やり

とりに焦点を当てて言語活動の観察を行い、B1 の口頭やりとり能力に関する考察を行い、昨年度

は書く産出活動に関する考察から、B1 レベルの学習者の産出能力というものについての新たな認

識を得ることができた。本年度は、B1 の口頭受容能力（聞く）、書く受容能力（読む）に視野を広

げ、そのプロセスに焦点をあてて、分析を行った。 

 3 年目は、2 年間の実績を元に、プロジェクトチームがより一丸となって活動を推進できたので

はないかという実感があった。 

 

 最後となったが、このプロジェクトは国際交流基金の助成なしではここまで到達できなかった。

心より感謝申し上げる。 

 

2013 年 3 月 

CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロジェクト 

代表 櫻井直子 

東 伴子 
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 活動目的とデータ収集の方法・考察の視点 
 

櫻井直子 

東 伴子 

 

 

1 活動目標 

 

 当プロジェクトを立ち上げたきっかけの一つは｢B1という掴みにくいレベルは何かを解明するた

めに、B1 に相当すると判定できる、様々なタイプの学習者の言語行為を実際に観察し、そこから

記述文を具体的に捉え直す｣というアプローチの実践であった（CEFR B1 言語活動・能力を考える

プロジェクト 2010 年度活動報告 :16）。そして、2010 年度活動は口頭やり取りをビデオ観察から、

2011 年度は書く産出活動を学生の書いた作文データを元に考察を行った。本年度は、受容活動に焦

点を当て、B1 レベルの学習者が読む活動の際、また、聞く活動の際に何をしているか、データを

収集し、そのデータの観察・分析を行った。その結果から、B1 レベルの受容活動とは何かを考え、

その特徴、必要な指導項目を明らかにすることを目標として活動を行った。 

 

2 観察データ 

 

2.1 データの収集方法 

 1・2 年目と同様、ルーヴァン・グルノーブル各大学のB1 レベルの日本語学習者に共通のタスク

を与え、その活動結果のデータを観察した。学習者が何がわかったか、という結果だけでなく、ど

うやってわかったか、また、何がわからないか、さらに、どうしてわからなかったか、という理解

のプロセスに焦点を置いた分析を行い、その結果から指導項目を提言しようとしたため、プロセス

が見えるデータを集めることにした。そこで、読解活動は思考発話法（think aloud method）を用い

てデータを収集し、聴解活動は再話・回想インタビューの形式で収集した。 

 

2.2 テクストの選択 

  産出活動と異なり、受容活動は、能力を測るのが難しく、テクストのテーマ・タイプ・語彙・

文型などからなるテクストの難易度と、達成すべきタスクの難易度にかなり依存するため、テクス

トの選択、課題の選定の際、様々な点を考慮した。 

 

2.2.1 読解活動のテクスト 

 読解活動の実験に使用したテクストは、国際交流基金運営の「みんなの教材サイト」からダウン

ロードした『日本人の大人と漫画』（本章末尾 資料A）である。まず、CEFR「4.4.2.2 視覚的な受

容的活動（読むこと）」（吉島・大橋 2004:72-75）に記載されている 5 つのグリッドを参照した。そ

の中には、熟読を対象とするものと、速読（情報取り、アウトライン理解）のものがある。当初、

学習者の日常生活での言語活動を鑑みて、公共機関からのお知らせ、旅行パンフレットなど情報取

りを中心に考えたが、実験の目的が学習者の読む過程をじっくり観察し分析することだった点、ま

た速読の場合実験に参加した学習者が同じ文を読むとは限らず、比較分析もしにくい点を考えて、
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熟読してもらうことにした。「自分の専門分野や興味に関連のある主題について、簡潔な事実関係

のテクストを読んで、充分に理解できる：包括的な読解（吉島・大橋 訳編 2004: 73)」、「はっきり

と主張が示されたテクストの主要な結論を把握できる。必ずしも詳しくなくとも、提示された問題

への対応に関する議論の筋道が分かる。：情報や議論を読むことB1+（前掲書：74）」、「身近な話題

についての簡単な新聞記事から重要点を取り出すことができる：情報や議論を読むことができる

B1（前掲書：74）」の記述が熟読の言語活動にあたる。 

 テーマであるが、グリッドの中の「自分の専門分野や興味に関連のある主題について」「身近な

話題についての簡単な新聞記事」という記述から身近ではあるが社会的な視点も含まれているもの、

そして、グルノーブルとルーヴァンでスキーマの差がないものと言う観点から選んだ。。また、文

章形式への認識を見るために複段落のもの、さらにわかりやすい段落と困難を要する段落が混ざっ

ているものを念頭に置いた。全てが読めてしまうと読解ストラテジーを使用する場面がなくなり分

析不可能になり、全てがわからないと何が原因で読めないのか判定することが不可能でなるためで

ある。 

 

2.2.2 聴解活動のテクスト 

 実験に用いたテクストは、モノローグは『名前のない手紙』（本章末尾 資料B）、やりとりは『最

近はもう全部メールで』（本章末尾 資料C）である。テクストの選択には、CEFR から「4.4.2.1 聞

く受容的活動（聞くこと）」（吉島・大橋 2004:69-72）に記載されている 5 つのグリッドを参照した。

その中で「もし、話が標準語で、発音もはっきりとしていれば、自分の周りでの長い議論の要点を

普通に理解できる：母語話者同士の対話の理解（前掲書:71）」を参照し、3 人の日本人の会話文で

ある『最近はもう全部メールで』を選び、聴解後、わかったことを全て言ってくださいという指示

を出した。この教材を選んだのは日常生活の会話に近いものが収録されているからである。この教

材の「はじめに」に次のように記述されている。「本書には、通常の教科書の会話文にはほとんど

登場しないような、様々な話し言葉の特徴、例えばフィラー（意味を成さない音、言葉）、繰り返

し、言い換え、省略形、短縮形、方言、俗語、辻褄が合わない不完全な文などを、そのまま残して

収録した。（中略）本書に収められたストーリーはネイティブ・スピーカーが話す日本語も、必ず

しも『理路整然として完璧なもの』ではないことを、如実に示している。」（前掲書 :71 3-4）今回の

実験にはこの中で「標準語」のテクストを選んだ。 

またモノローグの聞き取りに関しては、「はっきりとした標準語で話された、個人的に興味がある

話題であれば、録音され、放送された音声素材の大部分の情報の内容を理解できる：音声メディア

と録音を聞くことB1+（前掲書:72）」「比較的ゆっくりはっきりと話された、ごく身近な話題に関す

るラジオの短いニュースや、比較的簡単な内容の録音された素材なら、主要な点は理解できる：音

声メディアと録音を聞くことB1（前掲書:72）」から、新聞記事のコラムの音読に近い『名前のない

手紙』を選択した。学習者の理解過程の違いを見るために、ある程度構成が複雑な、ストーリー性

のあるものを選んだ。 

 

2.3 実験に参加した日本語学習者 

 対象とした学生は、ルーヴァン大学の日本学科の 2 年生 12 名、グルノーブル大学日本語科 2 年

生 6 名、3 年生 1 名である。学生にはプロジェクトの趣旨を説明し、プロトコル、及び、インタビ

ューを書き起こし、データとして使用する旨、承諾を得た。 
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2.4 実験手順 

 実験は被験者一人ずつ行い、その活動は録画・録音した。一人当たりの時間は、被験者の集中力

を考慮し、1 時間を超えないように設定した。まず、読解を行い、引き続き聴解を行った。全ての

活動は基本的に学習者の母語（グルノーブル：フランス語、ルーヴァン：オランダ語）で実施した。

最後に、最後の聴解テクストのテーマである「メールでのやりとりが多くなったこと」に関して日

本語で簡単に意見を話してもらって、産出能力の参考とした。これらのやり方は、グルノーブルと

ルーヴァンで同じ条件、同じ指示を使って、実施した。 

 

2.4.1 読解活動の実験 

 発話思考法とは、人工的な状況の中での発話データの収集法として最もよく知られているもので、

これは、課題を達成する間に頭に浮かんだことをすべて、声に出して語ることである。（海保・原

田編 1993:82）その実施には、海保・原田（1993:82-93）の提示する「発話思考法を成功させるポイ

ント」を参考にしながら手順を下記のように決定し、その実験は全て、録音と録画をした。 

 

1) 被験者になることを承諾した学習者に対し事前に実験の目的を母語で説明し、練習用に準備し

たテクスト（本章末尾 資料D）を用いて「頭に浮かんだことをそのまま話す」練習試行を行

った。それは、こういった発話は、非日常的であるので、「実験者の意図がうまく伝わったと

しても、即座に発話思考が可能になるとは限らない（前掲書:89）」。そこで、まず、実験者が実

演して見せ、その後被験者に練習してもらった。その説明時に、「評価のためのテストではな

いこと」「話の内容に良し悪しはなくよりよい授業を構築するためにありのままの現状を知る

ために行うものであること」「問題解決の結果よりむしろ過程に興味を持っていること」を強

調して説明した。 

 

2) まず、実験で用いるテクストを渡しタイトルを確認後、読解後にその内容を再生してもらうの

で、必要があればメモをとってもいいことを説明しメモ用紙を渡した。そして、実施中は被験

者が課題に対して十分集中できるよう実験者は退室した。制限時間はなく、課題を終わったら

呼んでくれるように伝えた。目安として、一応 30 分で声をかけることも合わせて伝えた。 

   

3) 読解終了後、被験者にテクストの「わかったことをメモは見てもいいが、テクストは見ない

で言ってください」と指示し、再生を促した。その後、分からなかった部分、また難しいと感

じた部分があればその理由は何だと思うかなど、非構造的インタビューを行った。 

 

2.4.1 聴解活動の実験手順 

 モノローグと 3 人の対話の 2 種の録音テクストを聞かせ、データを採取した。実験の手順は下記

の通りである。 

 

1) まず、モノローグ『名前のない手紙』の聴解を行った。一度通して聞いて、その後すぐに「わ

かったことを話してください」と指示し、自由に話してもらった。 

 

2) その後、正誤問題用紙を渡し、黙読させた。分からない語彙、文章は母語に訳すなどして説明

した。 
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3) 2 回目に聞かせた後で、正誤問題に答えさせ、実験者に解答、及び、解答の理由を答えさせた。 

 

4) 次に会話テクスト『最近はもう全部メールで』を聞かせ、『名前のない手紙』同様、一度聞い

てわかったことを言わせた。 

 

5) 2 回目は発話のかたまりごとに、音声を止めてそこの部分で分かったことを言ってもらい、分

からない場合はどこが分からないのか、何故分からないと思うか など自由に話してもらった。 

  

3 レベル判定 

 

 以上の手順でルーヴァンから 12 名、グルノーブルから 7 名の利用可能なデータが集まった。そ

の収集データを、表記法など統一した上で、分担し書き起こした。その際、同時に全文に日本語訳

をつけた。ルーヴァンのデータの 12 名文中、レベル、内容に多様性が出るように 6 名を選択した。 

 それらのデータを、プロジェクトチームで、観察、分析した。まず、B1 レベルの受容活動の具

体的なイメージを持った。そのとき、B1 レベルの受容活動にも産出活動同様、かなり幅があるこ

とがわかった。そこで、その次に、学習者のデータを観察して、学習者の能力を B1 レベルの下位

レベル（B1.1 B1.2 B1.3）に判定し、分析にはそれを大まかな目安として共通に用いた。 

 同時に、参考として被験者の学生の口頭産出能力も判定した。口頭産出能力は、聴解 2 の調査終

了後、行った日本語でのやり取りで、筆記産出活動に関しては授業での作文をデータとし、昨年度

の判定基準（CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロジェクト 2011 年度活動報告 :6-7）に基づいた。 

 

3.1 読解能力の評定基準 

読解能力は再生時の内容を参考とし、次のような基準を設定した。 

 

A もやもや 何がなんだかわからない 

B1 要点がつかめる。 

 B11 再話で第四段落を落としている 

 B12 再話で第四段落に触れてはいるが、わかっていない。 

   しかし、そこが分かっていないこと が認識できている。 

 B13以上 詳細に正確にほぼ完全にわかる。解釈を加えられる場合が多い。 

 

3.2 聴解能力の判定基準 

聴解能力は、一回聞いた後の再話から行った。同じ聴解でも、会話文に強いがモノローグ文に弱い

学生、またその逆があることがわかった。その学生の経験（日本の長期滞在の有無）やクラス外の

日常的な実践（ドラマをよく見るかなど）からの影響もあることが感じられた。 

 

A もやもや 何がなんだかよくわからない。単語が出てくるだけ。 

B1 主題が分かる どこがわからないかわかる。 

 B11 漠然とわかる。 

 B12もっと詳しくわかる。つながりがわかる。 

 B13以上 詳細に正確にほぼ完全にわかる、わからないところが非常に正確にわかる。 
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表１ 評定一覧 

被験者 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

読解 B12 B12 B11 B11 B13 B12+ B12 B12 B11 B11 B13 B13 B12+ 

聴解 1  A2＋ 

B11 

B11 B12 B11 

B12 

B13 

以上 

B13 B12 B12 A 判定

不能 

B13 

以上 

B13 

以上 

B12 

聴解 2 B12 B12 B11 B11 B13 B12 B12 B12 B11 B11 B13 B13 B12 

B13 

やり 

取り 

B11 B12 B11 B11 B12 

B13 

B12 B12 B11 A2 B11 B12 B12 A2 

作文 B12 B12 B13 B11 B13 B13 B12 B12 B11 B11 B13 B13 B11 

 

備考：（G はグルノーブル、L はルーヴァン）。 

上下 2段に 2つの評定：上のレベルの最後で下のレベルにかかっていると考えられたもの 

G4 聴解 1「判定不能」：機材の不調のため実験の条件に相違が起きたため 

B13 以上：完全に理解していたため、B1 レベルは熟達していると見なされた。B2 の評定のためには B2 レベ

ルのテクストを提示する必要がある。 

 

本報告書の巻末に読解・聴解のプロトコル・インタビューの書き起こしのデータを掲載した。  

 

4 考察に向けて : 分析観点の決定 

 

 分析にあたり、その観点を決定した。産出活動の分析は CEFR の 5.2 コミュニケーション言語

能力を参照し分析に当たったが、受容活動の場合は参照できる項目は、4.4.2.4 受容的言語活動の方

略があるのみで、CEFR には充分になかった。そこで、先行研究などを調べ、お互いにその情報を

共有しながらそれぞれ、興味のある分析観点を考えた。その結果、次のような観点から分析を行う

ことにした。 

 

表 2 分析観点一覧 

読解 ストラテジー1（ボトムアップ・トップダウン・スキーマなど） 

 ストラテジー2（漢字・語彙・表現など） 

 ストラテジー3（情意など） 

 テキスト構成からみた考察 

 読み方からみた考察 

聴解 1 ストラテジー（聞き方など） 

 正誤問題に関する考察 

 動作主理解に関する考察 

聴解 2 ストラテジー（類推など） 

 会話文の特徴からみた考察 

 

次章から考察を行う。以下、考察の文中の事例に表示されている番号（ex. 資料 1 読解 L1）は巻

末に記載されているデータ番号に当たる。 
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資料A  読解テクスト 

 

読解「日本人の大人と漫画」 

日本人の大人と漫画 

 

 「どうして日本では、子どもだけでなくて大人たちも漫画を読んでいるのか。」と言う外国人の

声を耳にすることがよくある。確かに、電車の中で漫画雑誌に夢中になっている大人を見るのは、

珍しいことではない。特に、20 代、30 代の大人たちが多いようだ。彼らは、なぜ、大人になって

も漫画を読んでいるのか、そして、彼らが読んでいる漫画とはどんなものなのか、考えてみたい。  

まず、漫画は、駅で買って電車の中で立ったまま読めるという便利さがある。簡単に手に入れられ

て簡単に読むことができるので、毎日仕事で忙しい人たちにとっては、最も手軽なリラックスの手

段だと言えるだろう。  

 また、漫画は「絵」がある点で、字だけの本に比べて、内容がとてもわかりやすい。言葉だけに

よる表現よりも、絵がある方が、具体的なイメージを持つことができるので、読者にとって、理解

しやすくなるのである。最近では、この利点を生かして、会社や商品の案内書や説明書など、漫画

で書かれているものが多くなった。  

 そして、読者をひきつけるために一番大切な、内容の面白さという点も、忘れることはできない。

漫画をあまり読まない人たちの中には、漫画は低俗だとか、内容が乏しいと思っている人もいるが、

実際は必ずしもそうとは言えない。話の内容に作者の思想が反映されている作品や、テーマや背景

が注意深く調査されていて、読者の知的好奇心を満たすことができる作品も少なくない。そして、

読者はそのような作品を読んで、すぐれた映画や小説に出会った時と同じように、感動したり、共

感を覚えたりするのである。  

 若い大人たちにとって、漫画は子どものころから身近な存在だった。そして、彼らが大人になっ

た今、このような漫画の特徴は以前よりもずっと広く認識されているし、また支持されるようにも

なっている。漫画は、これからも多くの人たちに読まれていくだろう。 

 

 Copyright The Japan Foundation 
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資料B  聴解１モノローグのスクリプトと正誤問題 

 

『名前のない手紙』 

 

 川崎市に住んでいる中村さんの家のポストに名前の書いていない封筒が入っていました。その封

筒を開けると、便箋一枚の手紙と、一万円札２枚が出てきました。 

 手紙にはこう書いてありました。 

「ぼくがおたくのバイクからヘルメットを盗みました。警察につかまって、もう二度とこんなこと

をしてはいけないと反省しました。お詫びに、僕がアルバイトをしてためたお金を同封します。少

ないお金ですが、どうか受け取ってください。大変ご迷惑をおかけしました。」 

 手紙は鉛筆で書いてあったし、字の形からも高校生ぐらいの若い人が書いたもののようでした。

封筒には切手も貼ってありませんでしたから、その若い人が自分で中村さんの家のポストに入れて

行ったのでしょう。 

 その半年ぐらい前のことです。中村さんが通勤に使っているバイクが壊されて、中にしまってあ

ったヘルメットがなくなってしまいました。中村さんは警察には届けないで、バイクを直して、新

しいヘルメットに買い換えました。しばらくして警察から「ヘルメットを盗まれませんでしたか」

という連絡があり、ヘルメットが戻ってきたのです。ほかの事件でつかまった高校生が中村さんの

名前が書いてあるヘルメットを持っていたということでした。 

 その高校生は、きっとアルバイトで一生懸命働いてお金を貯めたのでしょう。手紙をもらった中

村さんは、そのお金をもらう気持ちにはなれませんでした。そこで、奥さんとも相談して、そのお

金を、社会福祉事務所に寄付しました。 

 (朝日新聞 2000 年 5 月 30日付朝刊神奈川県版より) 

『毎日の聞き取り PLUS 40』下巻 宮城幸枝他 2003 凡人社 

 

 

正誤問題 

1. 手紙は郵便局から配達されましたか。 

2. 手紙を書いた人は中村さんのヘルメットを盗んだ人です。 

3. ヘルメットを盗んだ人がヘルメットを返しに来ました。 

4. 中村さんは受け取ったお金でバイクを直して新しいヘルメットを買いました。 

5. 中村さんはヘルメットがなくなったとき警察に言いませんでした。 
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資料 C 聴解 2 会話文のスクリプト 

 

『最近はもう全部メールで』 

 

インタビュアー：どうでしょうね、やっぱり自分でそのペンを持って、その書くっていうそういう

コミュニケーションの手段は、最近。 

 

ハツミ：手紙ちょっと嬉しい。 

 

タケロウ：うん、もらったら嬉しい。けど、もうあんまり書かない。昔は年賀状は、自分の字で書

いていたけど。 

最近はもう全部メールで。ま、仲いい友達同士だったらもう全部メールで済まして。ちゃんとした

間柄というか、会社の上司とかだったらちゃんと書いて、相手にあわして送ると。 

 

インタビュアー：じゃあやっぱり、本当の手紙ね。便箋があって、便箋に何か文字がつらねてある

みたいなものは。 

 

ハツミ：拝啓とか？アハハ 

 

インタビュアー：あんまり・・・。受けることある、あの、もらうことあります？そういう手紙。 

 

タケロウ：ないですね・・・、ないですね。 

 

ハツミ：私この間、その、学校の始まるプログラムで、その先生に、校長先生に手紙を書かなきゃ

いけないっつうのがあって。ちゃんとしたフォーマットで書きなさいって書いてあったのね。で、

知らないじゃん？ 

 

タケロウ：うん。 

 

ハツミ：でー、そんな「前略」とかも知らないし。で、「拝啓」、季節の言葉、自分の体調、あなた

はいかがですか。えー、で、近況を書く。で、ま、「敬具」みたいな感じで。で、最後に自分の名

前とか相手のね、書くのよ。誰々様、で何々・・・、て書くの。初めてやって、で、先生から返っ

てきたんだけど。もらった時は嬉しかったけど。メールだとほらもう前略でいきなり題名でさ、ビ

ジネスメールとかもそうだけど。 

 

インタビュアー：そうすると普通の、まあそのあの会社の、会社の組織内でも、そういうその手書

きの・・・、手書きのいわゆる手紙っていうのはないね。 

 

タケロウ：ないね。 

 

ハツミ：メモでしょ？手紙っていうかメモ。 
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インタビュアー：じゃあ会社同士の通信っていうのは、みんなやっぱりコンピュータ？ 

 

タケロウ：Eメール。 

 

インタビュアー：E メール。 

 

『Voices From Japan  ありのままの日本を知る・語る』永田由利子 くろしお出版 2009 年 
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資料D 思考発話法の練習試行用テクスト 

 

 

あり得ない 

 1962 年、一人の日本人青年、堀江健一さんがヨットで日本を出発し、太平洋を渡り、アメリカ

にたどり着くというあり得ないような出来事があった。彼は、「渡りたかったから渡った。」ただそ

れだけの理由で小さなヨットで世界一周の航海に旅立ち、94 日かけ、「No Passport」「No English」

「No Money」でアメリカ、サンフランシスコに到着したのだ。彼はその後何度もヨットによる航

海を成功させた。また、人々に「チャレンジすることで新しい世界が見えてくる。新しい世界が見

えてくると、そこには成長した新しい自分がいる。」とチャレンジすることを呼びかけている。 

 

『中級を学ぼう』平井悦子・三輪さち子 著 スリーエーネットワーク 2007 年 
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第二章 読解活動の分析と考察 
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B1レベル熟達を目指す効果的な読解ストラテジーに関する一考察 

 

櫻井直子 

 

 

1 はじめに 

 

 本稿は、B1レベルの日本語学習者が読解活動をする際の効果的なストラテジーは何かを考察し、

その指導法を提言しようとするものである。まず、B1 レベルの読解能力、現在までの読解ストラ

テジーに関する先行研究、及び、本稿の目的を示す。 

 

1.1 CEFR のB1 レベルの読解能力  

 CEFR は、B1 レベルの言語学習者が達成できる読解活動を「自分の専門分野や興味に関連のある

主題について、簡潔な事実関係のテクストを読んで、充分に理解できる：包括的な読解（吉島・大

橋 訳編 2004: 73)」とし、さらに「情報や議論を読むこと」というグリッドのB1+では「はっきり

と主張が示されたテクストの主要な結論を把握できる。必ずしも詳しくなくとも、提示された問題

への対応に関する議論の筋道が分かる。（前掲書：74）」、B1 では「身近な話題についての簡単な新

聞記事から重要点を取り出すことができる（前掲書：74）」と記述している。 

 ここから読み取れる B1 レベルの読解能力は次のようになるのではないか。まず、テクストのテ

ーマは、Aレベルでは身近な話題であったがBレベルでは社会的なテーマにまで広がりを持つ。そ

してそのテクストの主題・結論が理解できる。つまり、言い換えれば、テキストの形式を念頭に置

きながら読解活動を行なうことによって、テクストの流れを理解できる能力である。しかし、一方、

このCEFR の記述の中の新聞記事の重要点の取り出しに関しては、今後、議論を続けていく必要が

あろう。それは、欧米言語を母語とする学習者にとっての欧米語の学習と日本語学習では、様々な

違いがあるためである。例を挙げれば、日本語テクストの読解では、統語レベルの差から文構造が

理解しにくいこと、語彙の類推ができる範囲が狭まること、学習者の持つ漢字知識への依存が高く

なること、最後に、社会的習慣などに欧米諸国と日本間で相違がある場合、一般知識が読解に必ず

しも肯定的に作用しない場合があることである。一般知識（内容スキーマ:1.2 参照）に関する制限

は後述（3.6.2）、語彙・漢字の類推に関する点は本報告書ヴェルプランクの論文を参照。 

 

1.2 日本語学習者の日本語読解での読解ストラテジー 

 読解ストラテジーは、ボトムアップ処理のストラテジーとトップダウン処理のストラテジーの二

つに大きく分けられる。特に、第 2 言語・外国語の読解においては、学習者は逐語読みのボトムア

ップ処理に依存し、それが自動化もされずトップダウン処理を行う余裕もなく、その結果不十分な

読解に終わってしまうという研究結果が多く示されている。（門田・野呂編 2001:249、堀場 2002:149）

その結果は、第１言語の読み手がトップダウン処理で読み解いていくことと関連付けられ、熟達し

た読み手は、トップダウン処理に依存し、未熟な読み手はボトムアップ処理に依存するという見解

が一般的となっている（O'Malley, Chamot 1990:167）。 

 しかしながら、南之園（1997）の日本語学習者に対する調査では、トップダウン処理と読解テス

トの相関は見られず、上級レベルの上位群もトップダウン処理の使用は顕著でないという結果が出
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ている。従来の研究の多くは、欧米言語を母語とする学習者が欧米言語を習得する際のものであっ

たが、日本語学習は、語彙認識の違い 1、修飾関係などの統語規則の相違などから、異なった点も

あると思われ、日本語学習者の読み方を観察・分析しながら研究していく必要があろう。近松（2003）

は、Koda（1994・1996）などから、日本語読解において従来の欧米言語研究では見られなかったボ

トムアップ依存型が数年の学習経験を持つ日本語中上級者の間でも頻繁に見られることや、欧米言

語との言語的違いによって生ずるボトムアップ処理の自動化の難しさなどを考えると、語彙認知な

どの読みの基本プロセスを綿密に探り読解への影響を調べることは必須であると述べている。 

 一方、トップダウン処理の重要性が軽減したわけではない。特に、文脈の理解には、トップダウ

ン処理は不可欠である。近年の読解研究で、スキーマと呼ばれる既有知識が構造化された知識が活

性化されることでトップダウン処理が助けられるというスキーマ理論が言及されている（門田・野

呂前掲書:18）。さらに、このスキーマには、推論や予測をを行う際に用いられる既有知識の「内容

スキーマ（content schema）」と文章構造などの「形式スキーマ（formal schema）」の二つがあるとさ

れている（門田・野呂 前掲書:19）。 

 

1.3 目的 

 以上の先行研究から、日本語学習者の読解において、ボトムアップ処理は重要であること、また

文脈理解のためにはスキーマを活性化するトップダウン処理が必要であることが明らかになった。 

そこで、本稿では、発話思考法で収集した 12 人分のプロトコルを、ボトムアップ処理の方法と効

果、形式スキーマ・内容スキーマの活性化による効果の観点で分析し、指導法を提言したいと考え

ている。（被験者合計 13 名の内 12 名のみ分析対象とした理由は後述 3.1 参照のこと） 

 

2．分析の観点と方法 

 

 ボトムアップ処理は、読者が個々の単語の意味や文法的な特質を分析し、その意味をつなげて文

を形付けていく過程（O'Malley, Chamot 前掲書:36）とされている。そして、その際に、単語の意味

の語彙目録（lexicon）、文法や統語的規則からなる情報がスキーマとして保存されている言語構造

的知識（Linguistic knowledge）（O'Malley, Chamot 前掲書:36）が活用される。この定義から、注目す

べき点は、ボトムアップ処理で用いられる知識が、単語の知識、及び、言語構造的知識の 2 つがあ

ることである。そこで、ボトムアップ処理の分析項目を単語の意味の知識によるもの、統語的知識

によるものに分け観察することとした。 

 トップダウン処理とは、助ける構造化された知識（schematic knowledge）を用いて、予測、理解

できないところの推測などを行い、テキスト全体を理解していくこと（O'Malley, Chamot 前掲書:36）

とされている。さらに、トップダウン処理に用いられる構造化された知識、つまり、スキーマは、

前述のように、内容スキーマと形式スキーマがある。そして、読解には両スキーマを活性化するこ

とが最も効果的であるという実験結果も報告されている（山元:1994）2。そこで、両スキーマに関

する観察を行い、同時に推測に関しても観察した。 

 具体的には、『日本人の大人と漫画』を構成する 16 各文に対するプロトコルから学習者がどのよ

うな読み方をしているか観察し、その結果を、「理解」「処理方法」「処理の進め方」という 3 つの

観点から分析し、一覧表にまとめた。1 点目の「理解」というのは、その文の理解が正しいか正し

くないかを音読語の翻訳から判断した。その際、音読の後、何も発話せずに次の文へ移っている学

習者に関しては読解中のプロトコルだけでなく、読解後、口頭で再生している部分も判断材料とし
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た。再生はメモは見てもいいが、テキスト自体は見ないで行っているため、読解時の理解がそのま

ま反映されていると考えられたからである。2 点目の「処理方法」はボトムアップ処理を行ったか、

トップダウン処理を行ったかで、3 点目の「処理の進め方」は、ボトムアップ処理に関しては、語

彙の意味の知識から処理したか、構文などの言語構造的知識から処理したかを観察し、トップダウ

ン処理に関しては、何からの推測か、またスキーマを活性化している場合は、そのスキーマが内容

スキーマか、形式スキーマかを観察した。その際、本文音読の後、すぐに母語で意味を言っている

文に関しては、どんな処理が行われたか判別できないため分析対象としなかった。各文の分析観点

は表 1 の通りである。 

表 1 分析項目 

理解 処理方法 処理の進め方 

その文が理

解できたか 

ボトムアップ 語彙の意味の知識から文意を構築する 

 統語知識による分析から文意を構築する 

トップダウン 推測 語彙の意味の類推 

  接続詞からの予測 

 スキーマの活性化 内容に関する意見（内容スキーマ） 

  文章構造の認識（形式スキーマ） 

 

3．分析結果と考察 

 

3.1 各文の難易度 

 表 2 はテキストを構成する 16 各文の難易度を見るため、12 人中何人の学習者が正確に理解して

いたかを示したものである。これは各文の理解をみたもので、段落の理解、テキスト全体の理解は

加味していない。また、タイトルの「大人」の語彙が分からず 1 回目の読解時、内容理解ができな

いまま読み続け最終段落で「大人」の意味がわかり再読した G4 に関しては、ほかの被験者と条件

が異なるため除外し、12 人の被験者のデータを分析した。 

 

表 2 16 文各文の 12 人中の正解率  正解人数（正解率） 

文 1 2 3 4 5 6 7 8 

人数（％） 12(100) 12(100)  9 (75) 12(100) 11 (92) 11 (92) 12(100) 9 (75) 

文 9 10 11 12 13 14 15 16 

人数（％） 10 (83) 5(42) 3(25) 1(8) 2(17) 10(83) 1(8) 11(92) 

 

 この結果から、特に第 4 段落を形成している 10～13 番目の文の理解が低く、難易度が高いこと

が分かった。その原因は、テキストタイプの変化、語彙・表現の難易度の高さなどが考えられる。

この点は牛山の原稿を参照のこと。 

 

3.2 ボトムアップ処理の使用 

 表 3 は各被験者（L1～G7）の理解した文の数とその正解率（16 文中）、読解能力の判定（１章参

照）、及び、ボトムアップ処理（表ではBUと記載）が行われた文の数とその割合（16 文中）、及び

BU 文の正解率である。 

 この結果から、理解度が高いすぐれた読み手もボトムアップ処理を行っていることがわかる。特
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に、「理解度が高く」「ボトムアップ処理の使用回数が低い」G5・G6 がどの文で使用しているかを

見てみると、3.1 で挙げた難易度が高いと思われる 10～13 の文で行っていた。そこから、B1 レベ

ルを熟達しB2 に近いとされるB13 レベルの学習者も難解な文になるとボトムアップ処理を行って

いることが分かる。 

‐ G5 がボトムアップ処理を行っている文：6、10、12 

‐ G6 がボトムアップ処理を行っている文：5、6、9、11、12、13 

 

表 3 各被験者の理解度とBU 処理文の数とその正解率 

被験者 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G1 G2 G3 G5 G6 G7 

正解文数 

 (% ) 

10 

(63) 

10 

(63) 

11 

(68) 

11 

(68) 

14 

(88) 

12 

(75) 

10 

(63) 

10 

(63) 

 4 

(25) 

13 

(81) 

14 

(88) 

12 

(75) 

能力判定 B12 B12 B11 B11 B13 B12+ B12 B12 B11 B13 B13 B12+ 

BU 文数 

(% ) 

4 

(25) 

4 

(25) 

12 

(81) 

10 

(63) 

8 

(50) 

8 

(50) 

0 

(0) 

5 

(31) 

2 

(13) 

3 

(19) 

6 

(32) 

2 

(13) 

BU 正解文 3 0 7 7 6 6 - 1 1 2 5 2 

  

3.3 ボトムアップ処理の方法 

  次に、語彙の知識から行うボトムアップ処理（以下、語意BU）と、言語構造的知識から行うボ

トムアップ処理（以下、統語BU）はどちらの方が効果的なのか、を観察した。下記に、11 番目の

文のプロトコルから語意 BU と統語 BU の例を、各１件ずつ挙げる 3。例 1.1 は統語 BU、例 1.2 は

語意BUの例である。 

 

例１ 11 番目の文「漫画をあまり読まない人たちの中には、漫画は低俗だとか、内容が乏しいと思っている

人もいるが、実際は必ずしもそうとは言えない」 

例 1.1 統語BU 

このしもそうの意味がわからない。でも文章の意味は実際はそうとは言えない。えーと、じゃあ何を言えない

のか。えーと, …あっはい、かならずそうではないとは言えない、このかならずえーと、はい、もう一度声を

出さずに読んでみた。その方が早く進むから えーと、人たち、えーとぜんぜんかあまり漫画を読まない人た

ちの中にはえーと、と思っている人たちもいる、そしたら二つにわかれている。えーと、まんがの内容がけっ

こう低い、つまりちょっと下品、下品ということ。 内容はあまり大したことがないという意味。話の筋がよ

くないということ。えーとだから、そういう人たちがいるけどみんな必ずしもそうだとは言えない。そのよう

なことを言いたいのかなと思う。（L5 資料 5 167-183） 

例 1.2 語意BU 

つまり、あ、これはちょっと複雑だ「まんがをあまり読まない人たちのなかには」つまりマンガを読まない人

の中には、「まんがは」んんん 「だと か… しいとおもっているひともいるが じっさいは かならずしも 

そうとはいえない」マイナスなアイデアがあると思う、何か、こんなことを思わせるようなつまり これはひ

くい…ひくい、違ってるかな、でもこれはこの漢字。つまり内容は、たぶん、浅いとか、わかんないけど、な

んかマイナスなこと、マイナス、つまり内容が浅いとかたぶん、この漢字はぜんぜんわからないけど、意味は

わかる….「しいとおもっているひともいるが」つまり、次のようなことが考えられる、マンガを読まない人

たちの中には、マイナスの意見を持っている人がいる、つまり、マンガは、マンガは、何て言ったらいいか、

よい文学じゃないとか（G7 資料 13 111-128） 
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 統語 BU の例 1.1 の L5 は、まず、後件に注目し、述語から、引用部分へ、その後、前件へ移り、

その述語から主語へ、さらに引用文へと構造に注目した処理を行い、理解に達している。それに対

して、語意 BU の例 1.2 の G7 は、文頭から語彙・文節ごとに翻訳し意味の構築を進めている。た

だ、例 1.2 では前件の理解に終わり、後件には触れておらず、再生でもその箇所は現れていない。 

 下の表 4 は、表 3 で示した各被験者がボトムアップ処理を行った全ての文を、語意BU処理文と

統語BU処理文に分類し、その総数と、正解文の数、及び、正解率を記載したものである。これを

みると、語意 BU に比べ、統語 BU の数が少ないこと、しかし、統語 BU は語意 BU より著しく高

い正解率を有していることがわかる。 

 

表 4 語意BUと統語BU 

 総文数 正解文数 正解率 % 

語意BU 処理文 36 17 47 

統語BU 処理文 27 20 74 

  

 この結果から、言語構造的知識に基づく論理的なボトムアップ処理は、その処理を行うためのス

トラテジーを習得する必要があるが、一度身につけると効果的なストラテジーであることが分かる。

上記の例 1.1 の L5 は統語BU を行い理解に到達しているのに対し、例 1.2 のG7 は語彙の意味から

の推測を行いながら、内容スキーマを活用してトップダウン処理で理解しようとしているが、後件

の理解には至っていない。この例 1 で扱った 11 番目の文は被験者 12 人中、3 人（L5、L6、G6 ）

が理解しており、そのうち、L5 とG6 は統語BUで、L6 は文頭から文節ごとに語意BUで理解して

いた。しかし、L6 も下記のように文構造をはっきり言及しないまでも、部分ごとのつながりを意識

していた。 

 

例 1.3 文頭からの語意BUだが、部分のつながりを意識している 

つまり .. 「しもそうとはいえない..」これはどういう意味かはっきりわからない「し,も,そう」何だろう思い

つかない。えっと残りはえっと、あまりたくさん漫画を読まない…人々の中で漫画は何かだ、名詞,「とばし

い」またはえっと、「とばしい」は多いか少ないかかなあ。だから私はここで一応少ないにしよう。「ないよう」

彼らは内容がじゃあ少ないと思う。え～、え～不足…のように内容が、はい、内容がはい、欠けていると、そ

ういう人たちもいる。でも、実は、そうではない、私たちははっきり言ってはいけない、でも私は私たちが何

を言ってはいけないのかわからない、はい（L6 資料 6 86-99） 

 

 下の表 5 は、表 4 で挙げた総数を、各被験者ごとに再度分け、各被験者のBU処理文の総数、語

意BU処理文の総数、統語BU処理文の総数、及び、正解率を示したものである。 

  これを見ると、統語 BU を多く行っているのは判定の高い、L5、L6、G6 であるが、もう一人

L4 が 9 回と非常に高く、成功率も高いことが分かる。しかし、L4 は、この実験と同時に行ってい

る口頭・聴解・筆記能力の判定で、いずれの能力も読解能力と同じB1.1 の判定であった。そこで、

L4 のプロトコルを見てみると、他の判定の高い被験者に比べ、この処理をより意識的に行っており、

自動化には至っていないことが見て取れる。例 2 は、L4 のプロトコルで引用文と連体修飾節の勘違

いがあるが、意識的に文を分析しながら読んでいるものである。 
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表 5 各被験者のBU処理の内容 

被験者 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G1 G2 G3 G5 G6 G7 

判定 B12 B12 B11 B11 B13 B12+ B12 B12 B11 B13 B13 B12+ 

全 BU文  4 4 12 10 8 8 0 5 2 3 6 2 

語意BU 

内 正解文 

正解率% 

1 

0 

0 

4 

0 

0 

10 

5 

50 

1 

0 

0 

4 

2 

50 

5 

4 

80 

0 

- 

- 

4 

1 

25 

2 

1 

50 

2 

1 

50 

1 

1 

100 

2 

2 

100 

統語BU 

内 正解文 

正解率% 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

2 

2 

100 

9 

7 

78 

4 

4 

100 

3 

2 

66 

0 

- 

- 

0 

- 

- 

0 

- 

- 

1 

1 

100 

5 

4 

80 

0 

- 

- 

 

 これを見ると、統語BU を多く行っているのは判定の高い、L5、L6、G6 であるが、もう一人 L4

が 9 回と非常に高く、成功率も高いことが分かる。しかし、L4 は、この実験と同時に行っている口

頭・聴解・筆記能力の判定で、いずれの能力も読解能力と同じ B1.1 の判定であった。そこで、L4

のプロトコルを見てみると、他の判定の高い被験者に比べ、この処理をより意識的に行っており、

自動化には至っていないことが見て取れる。例 2 は、L4 のプロトコルで引用文と連体修飾節の勘違

いがあるが、意識的に文を分析しながら読んでいるものである。 

 

例 2 5番目の文「まず、漫画は、駅で買って電車の中で発ったまま読めるという便利さがある」 

.はい.えっとこれは引用、引用文「という」 えっと、述語はべんりさがある. 。だから「べんりさ」えっと は

い「べんり」はえっと便利、さは度数にする。だからどれだけ、何かがどれだけ便利かの度数です。えーと。

「まず」だから、まずはじめに「まんがは、えきでかってでんしゃのなかでたったままよめるという.」はい、

だからえーと、まんがはえーと、なにか、駅でかえるもの、はい、駅で買って、電車にのって、電車のなかで

立ったまま読める。つまり立ったまま、まだ立つ。えーと「という」だから引用文です。つまり便利でけっこ

う役にたって、はい、電車のなかで立ったまま楽にまんがを読めるのが便利だということです。（L4 資料 4 

61-74） 

 

 このことから、A2 から B1 へ、つまり初級から中級へ移行している学習者にとっても、言語構

造的知識を用いたボトムアップ処理は非常に有効であることがわかる。ただし、まだ自動化にはい

たっていないため、「自動的」にこの分析が出来るようになるための指導が必要であろう。 

  

3.4 難易度の高い文での活動 

 さらに、特に難易度の高かった第 4 段落 10 から 13 の文での学習者の活動を見てみる。例 3 は例

1 で挙げたのと同じ 11 番目の文のもので、11 番目の文を一度音読した後、すぐに「全部分からな

い」と言っている。そして、この被験者は、理解できなかった直前の 10 番目の文と合わせて、そ

の両方の文を行ったり来たりするが、結局 10 の文は「ああまあいいか」と諦め、11 の文は「続き

を読んでみよう、そして後で」といっている。 

 

例 3 11番目の文「漫画をあまり読まない人たちの中には、漫画は低俗だとか、内容が乏しいと思っている人

もいるが、実際は必ずしもそうとは言えない」 

全部はわからないな「そして...ていて」....ここはちょっと複雑、あっよく分かる漢字がある「こと...そして」 「そ
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して」から読もう理解するために「書かれているもの」 ok えっと 「そして ＸＸＸても ... することはでき

ない」...ああまあいいか「まんがをあまりよまないひとたちのなかには」これは大丈夫「漫画はmmm だとか ... 

しいと思っている人もいるが」えっと「かならず ... しもかならずしもそうとはとはいえない」この文はわか

らない。うーん、続き読んでみよう、そして後で、（G3 資料 9 81-90） 

 

例4は12番目の文のもので例4.1も例4.2は語彙を拾うだけで分からないまま次の文に移っている。 

 

例 4 12 番目「話の内容に作者の思想が反映されている作品や、テーマや背景が注意深く調査されていて、

読者の知的好奇心を満たすことができる作品も少なくない 

例 4.1 

「はなしのないうように」＜笑い＞「しゃの、...はん？」 これは反対のはん？それから映画のえい？「はん

えい」 ＜笑い＞「されているさくひんや」えっと.「てーまや...しい... ...ちょう」えっと…多分「どくしゃの、

してき」...またた? これはまたたく？ ＜笑い＞いや、えっと「ことが できる さくひん」ちょっと次の文を

読んでそうしないと（L2 資料 2 178-183） 

例 4.2 

はなしの、この漢字はち？「に、さくしゃの、mmm思いmmが、ふむ、はんえいされているさくひんや、テ

ーマや、ふうmmmが、ちゅうい、ちゅういが、ちゅういが、ちょうかされていて」知らない漢字がたくさん

ある「ちょうかされていて」、えっと「どくしゃの、ちてき？こう、き、しん、」知らない「だすことができる、

さくひんもすくない」文の終わりがよく分からなかった（G1 資料 7 63-69） 

 

 例 3･4 の処理方法をみると語意BU を行っているが、秩序はなく語彙の印象をつなげて文意を推

測しようとしているが、成功していない。その後、再読・再生でも理解できていないことが観察さ

れる。 

 それに対して、前掲の判定で B1.1 で、統語 BU を多く使用している L4 が 11 番目の文をどう読

んでいるかをみてみると、述語からはじめて、言語構造知識でなんとか取っ掛かりをつかんでいる

ことが見て取れ、何か努力をする方策を持っていることが見られた。しかし、その後部分的理解を

文理解にまで繋げられていない。そこがB1.1 から安定したB1.2 へ上がるときの鍵になるように思

われる。 

 

例 5 11番目の文「漫画をあまり読まない人たちの中には、漫画は低俗だとか、内容が乏しいと思っている人

もいるが、実際は必ずしもそうとは言えない」 

いえないは可能形だから、えーと、否定だから、何かをいえない？何をいえないのか。えっと「まんがをあま

りよまないひとたちのなかには、まんがは」、 はい. だから「まんがをあまりよまないひとたちのなかには」

つまりかれらの中には、まんがを読まない人たちの中には「まんがは」そしてこのふたつの漢字はわかりませ

ん。「まんがは何々だとか」つまり等 えっと「ないようがとぼしいとおもっている人もいるが」つまりえっ

と）「まんがは何々です」そして、内容が、えーと、乏しい、はえーと。。乏しい、少ない。つまりあまり内容

がない。「とおもっているひともいる」えーと、引用文です。ようするに、人もいる、何？内容が少ないと思

っている。「じっさいはかならずしもそうとはいえない」えっと、実際 は, 「かならず」.えっと 確かに「か

ならずしもそうとはいえない」何かをいえない。何をいえないのか。実際に必ず それからしもそうはわから

ない「しもそう.  じっさいはかならずしもそうとはいえない」いや、ただ先に行こう（L4 資料 4 215-234） 
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 また、読み方の比較を行うと、統語 BU を行っている被験者は、最初の音読の際に、分からない

語彙、読めない漢字は「puntje puntje」「iets」「pff」「なになに」などと置き換えて、わからない語彙

に引っかからずにとりあえず通して最後まで読んでいることも観察された。（本報告書 ヴェルプ

ランク・ルメトルを参照） 

 これらのことから、難解な文に出会った際に、どのようにまず読み、そしてその後どのように統

語BU処理をしていくのか という読解ストラテジーの指導は「自立した言語使用者」を目指すB1

レベルの学習者に有効なのではないかと思われる。 

 

3.5 部分ごとの理解から文全体の理解へ 

 難易度の高い第4段落の10から13の各文をL1はプロトコルでは理解していないようだったが、

口頭での再生時、触れている。それに対して、L4 とG2 はプロトコルでは理解しているのが認めら

れるが、メモも取れず再生にも含まれていない。そこから、ボトムアップ処理を行っても、理解し

た各部分をつなげる理解力がないと文全体の理解にはつながらないことがわかる。前件、後件をつ

なげる接続助詞、修飾関係、引用文、指示詞が指しているものの特定能力などの分析能力がその助

けになろう。また、この理解には、次節 3.6 で述べるスキーマの活性化による理解も関連している

と思われる。L1 はプロトコルで理解していなくても形式スキーマを活性化し、この段落の機能から

文章の推測を行っている。それに対して、L4、G2 は文の理解に終始してしまい、テキスト全体と

しての理解がなかったため、再生できていなかったのではないだろうか。また、3.6.2 で観察する内

容スキーマに関して言えば、テキストの内容に共感・賛同をなどができれば理解を促進している。

読んだ文の内容を一度自分の言葉に置き換えて、内省する活動が重要であるように感じた。 

 

3.6 スキーマの活性化観察の結果 

 次に、トップダウン処理に使用されることが多いスキーマの活性化に関して観察した。観察には

読解中にプロトコルでスキーマを言及している箇所と、読解後の再生を用いた。 

 

3.6.1 形式スキーマ 

 このテキストの構造は第 1 段落に問題提起があり、第 2 から第 3 段落でその理由、第 4 段落が意

見、最後の第 5 段落で展望による締めくくりを述べられているというものである。口頭の再生テキ

ストを見ると、テキストのおおまかな構造は全員の学生が言及しており、表現は様々であったが認

識していた。下記にB1.1、B1.2、B1.3 それぞれのレベルのプロトコルを示す。 

 

例 6 読解後教師への再生部分から 

例 6.1 [判定B1.1] はい。タイトルは、…大人の男性は漫画を読むのかという質問がされます。…それはなぜか。

…他の理由は、分かりやすいからです…（L4 資料 4 326-333） 

例 6.2[判定 B1.2] えっと、第一段落は、イントロダクションで･･･その後テキストが展開して… どうしてか

というと、まず･･･それから･･･例えば･･･結論では…（G2 資料 8 305-351） 

例 6.3[判定 B1.3] テキストは、漫画と日本人の大人についてでした。そして著者は、二つの質問をしました。

最初の質問は･･･そしてもう一つの質問は･･･様々な段落を使って質問に答えます。最初の三つの段落は、最初

の質問に答えます。三つの理由は･･･それが結論です（L5 資料 5 399-423） 

 

その理解の手がかりを探すため形式スキーマを言及しているプロトコルを探し分析を試みた。1 人
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の学生が 16 文中いくつの文に対して形式スキーマを言及しているかを見ると、ある学生は 0 文、

ある学生は 6 文とばらつきがあり、プロトコルの数は 20 と多くなかった。そこから見る限りでは

あるが、第 1 段落の括弧つきの疑問文から問題提起であることがわかり、「なぜ」という疑問詞か

ら後ろの段落で解答が得られると予測している。その後は「まず」「また」「そして」という接続詞

から理由の列挙であると考えていた。ただ、「そして」で始まる第 4 段落は、漫画に対して否定的

な要素を示す文があるものの、段落としては漫画に対して肯定的な意見を示しており、理解しにく

い学生が多かった。最後の段落は内容の繰り返しと展望による締めくくりであるが、第 1 段落の質

問に対する答えと言う形式ではない。そのため、学習者の形式スキーマからは逸脱しているのでは

ないかと思ったが、一番最後の文章から、締めくくりの文と捉えることができた。形式スキーマが

どのように読解処理に働くかをさらに検討するためには、同じテキストで構造が明示してあるもの

とないものの比較が必要であろう。 

 

3.6.2 内容スキーマ 

 学習者の内容スキーマに関するプロトコルを分類すると表 5 のようになった。そして、1、2、4

は文章理解を助けていた。特に 4 の賛同・共感はテキストの理解を深めるのに貢献している。それ

に対して、3 は、プロトコルから学習者が対象となっている文を理解しているのがわかるのに、内

容スキーマが障害となって、自分が理解した文を否定してしまい、理解を妨げていた。つまり、内

容スキーマは批判的な読み、内省を促し理解を深めるために有効であるものの、正しい理解がない

とかえって妨げることもあることが明らかになった。 

 

表 4 内容スキーマに関するプロトコル 

1 修辞法に関するもの L3 資料 3 23 （耳にする）はここでは小さいメタファーだ 

2 場面を補足しているもの G7 資料 13 15 つまり日本人のことを話すときに 

3 疑問 L3資料3 78-81 (「立ったまま読める」に関して)どうしてかわからない。な

ぜなら私には座ってするほうが簡単そうじゃない。 

G7 資料 13 

123-129 

漫画は…よい文学じゃないとか、でもたぶん実際は、そうじ

ゃない、日本人はそんな断定的な意見を持っていない 

4 賛同・共感 G5 資料 11 

27 -34 

他の人をじろじろ見ないで一人でいられる。フランスでも…

じろじろ見合うとストレスがある… 

G5 資料 11 

52-55 

そうだな。さっき言ってたように絵もついているので文章だ

けの本より理解しやすい。それは確かだな 

L3 資料 3 

177-180 

（会社説明などと）同じようにここには書いてないけど日本

では（漫画は）えっと教材にもずっと多く使われている 

 

4．効果的な読解ストラテジーとその指導への提言 

 

4.1 効果的な読解ストラテジー：文レベル・文章レベル 

 日本語学習者が読む活動において難解な文に当たった際にどのようなストラテジーが効果的で

あるか。今回の観察から、言語構造的知識を用いたボトムアップ処理を行うためのストラテジーが

重要であると思われる。第 1 言語の読解の場合は、文頭から、語彙ごと、あるいは文節ごとに理解

していく方法で問題がないが、第 2 言語・外国語の場合、特に母語と統語規則が異なる言語の場合
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は、文構造の理解（述語・主語の確認、修飾関係の理解、複文の場合は主文と従属文の関係の理解

など）が正確に把握できてることが理解するために重要な意味を持っていることが観察された。こ

のストラテジーはB1 レベルに入ったばかりの学習者だけでなくB2 に近い学習者も使用しており、

その効果も高いことが明らかになった。またこそのストラテジーを身につけていると、語彙、文節

の意味の理解から推測しようとしてもうまく行かない場合、お手上げ状態になることも防げる。し

たがって、１文レベルの理解には統語BUのストラテジーが有効である。 

 スキーマに関する観察では、内容スキーマは、学習者が内容に賛同できる場面では理解を促進し

ていた。反面、学習者にとって身近な社会の慣習・状況と日本の状況が異なる場合は、必ずしも肯

定的に働かず、内容スキーマが正確な理解の妨げになることもあった。形式スキーマに関しては、

今回の実験だけからその効果を言及することは早急であるが、学習者は第 1 言語の形式スキーマを

用いて、接続詞などからテクストの構成を考えながら読んでいることが観察された。さらに、形式

スキーマを効果的に活用できる学習者は、たとえ 1 文として明確に文意を理解できていなくてもテ

クストを再生し要約する際に、その文のテキストにおける位置を理解し組み入れていることが見て

取れ、形式スキーマの活用が、文章の理解に重要な役割を果たしていると思われる。 

 

4.2 指導法の提言 

 統語BU は有効なストラテジーであるが、その活用にはある程度の訓練が必要であるように見受

けられた。そこでその指導法を考えてみると、まず、わからない語彙・漢字は代用音に置き換えて、

当該文を最後まで読み通すことを徹底するといいのではないか。その後、文構造の分析を行う 4 

 また語彙・表現の指導では、10 番目の文の文末表現の「忘れることはできない」が文字通りでは

なく「忘れてはいけない」と言う意味のモダリティ表現であるであるが、それを「忘れられない」

と言う意味に捉えた学習者が多かった。同じ 4 段落の 13 番目の文には「共感を覚える」という連

語があり、これも多くの学生が「漫画の内容を覚えている」と解釈をしていた。そこで、「言われ

ている・言える」「忘れることはできない」「覚える・感じさせられる」「わかる」などの文末表現、

連語を指導項目加える必要性があると思われる。 

 スキーマに関しては、形式スキーマは知識として日本語のテキストの構造上の特徴を与えた上で、

読んでいく作業中に各段落がそのテキストの中でどんな機能を持っているか考えさせるといいで

あろう。また、内容スキーマに関しては読解前に前作業として活性化させることが一般的に行われ

ており、その効果が確認できた。さらに読解中も読んだ文を内省させ、自分自身の理解へ繋げさせ

る活動が行うことで指導できるのではないか。 

 

4.3 教室活動 

 学習者が「読まされている」授業ではなく「意識的に読んでいる」授業の構築を目指す必要があ

るだろう。それには、教師が読解のプロセスを理解してそれに必要な方略に関する知識を持ってい

ること、そして、今授業で読んでいるテキストにはどの方略が必要なのかを列挙でき、それを参考

に教材作成、教室活動のスタイル、教師から学習者に投げかける質問の内容を選択していくことが

求められていると考える。 

 教室活動の提案としては、二つのことを考えている。ひとつは読解中の自問自答を促す質問シー

トの作成である。舘岡（2001）は、読解活動は、読み手自らがテキスト理解のために課題を設定し

解決していく問題解決作業とであると述べており、そこから、読解不能な文に当たった際、読み手

がどのような課題を設定して解決していくかがすぐれた読み手になるかどうかの分かれ道である
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ことが分かる。そこで、課題設定を助けるような質問シートを準備してそれを参考に読んでいけば

学生の手助けになるのではないかと考える。またその質問の内容に関しては、同じく舘岡（2001）

に読解力の高い読み手と低い読み手の読解過程に於ける自問自答を比較検した結果、前者は後者に

比べ、第一によりグローバルな自問をし、第二にその解決過程では疑問点とテキストの情報、既有

知識を交流させながら、情報を統合しテキスト理解に努めていることが示された。とし、グローバ

ルな自問とは、推論を必要とするような問いとしている。つまり、トップダウン処理のものである

と考えられるが、それに関しては、ボトムアップの重要性も否めないと考えているため、質問項目

にはさらなる検討が必要であろう。 

 また、もう一つの教室活動は、ピアリーディングの可能性である。舘岡（2007）では、ピアリー

ディングを「学習者同士が助け合いながら、テキストを理解していく読みの活動」と定義し、その

効果として「対話を通しての知識構築活動」を通して「他者から直接に知識や方略が学べる」「他

者を触媒として、自己を見直す機会が与えられる」としている。読みのプロセスは可視化するのが

難しく、また個人作業であり、個人差があり、ピアで作業を行うことは効果があるのではないかと

思われる。 

____________________________________________ 

注. 
1
 表音文字のアルファベット言語は単語の持つ音韻情報と元に意味を認識するのに対して、漢字のよう 

 な表意文字は語彙認識において視覚形態に頼ることが多いといわれている 
2山元は、中上級の日本語学習者の専門文献の読解に関してへ次のような実験を行っている。コンテキ 

 ストベースを活性化する目的で、専門用語の語彙リストつきテキスト、形式スキーマを活性化するた 

 めに、シグナリング（「問題」「目的」「解決」「結果」）をテキスト上に記載したテキスト、何も 

 ないテキストを準備して、4つの組み合わせで実験を行った。その結果、シグナリングは読解力を高 

 めたが、語彙リストだけでは効果はなく、シグナリングと一緒に使用される必要があった。 
3 Lで始まる被験者の原文はオランダ語、Gの原文はフランス語をそれぞれ日本語に翻訳している。ま 

 た、プロトコル中、日本語のテキストを音読している部分は、区別するため「 」に入れた。 
4 統語BUの手順に関しては櫻井（2011）に記載している 
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B1レベル学習者にとって難しい段落の特徴とは何か 

― テクストタイプ、テクスト構成の観点を中心に ― 

 

牛山和子 

 

1 はじめに ‐考察の目的とポイント‐  

 

本稿では、B1 レベル 1
 と判定される日本語学習者が、読解作業において難しいと感じた段落に

焦点を当て、B1 レベルの学習者にとって難易度の高い段落の特徴とは何かを発話思考法

（Think-aloud）により得られたプロトコルおよび読解作業後の教師とのインタビューから観察する。

具体的には、本プロジェクトの実験で使用した読解用テクスト『日本人の大人と漫画』の中で理解

度が低かった第 4・第 5 段落に焦点を当てる。テクスト内のある段落の難易度が高い原因としては

語彙・文法・表現に起因する｢言語的複雑さ｣の他、文の｢長さ｣（吉島、大橋（訳・編）2004 :179‐

180）などが第一義的なものとして挙げられる。B1 レベルでは、｢簡潔な事実関係のテクストで、

自分の専門分野や興味の範囲内のものは、充分に主題を理解できる｣（前掲書 73）とある。『日本

人の大人と漫画』は全体としてはB1 レベルに対応しているが、第 4・第 5 段落で難易度が上がる。

こうした段落を学習者がどう理解するかについて考察することが本稿の目的である。言語的複雑さ

があっても、その段落のテクスト内での役割・機能から、段落をテクスト全体の中に位置づけて段

落のアウトライン理解に繋げることは可能なのではないだろうか。こうした視点に立ち、本稿では

｢テクストタイプ｣及び｢テクスト構成｣という観点を中心にデータを観察し、B1 レベルの読解指導

への一提言に繋げていければと考える。 

 

2 テクストタイプとテクスト構成 

 

本稿の分析では、文や段落のコミュニケーション機能を表す物語文・描写文・過程文・説得文（橋

内 1999/2002：51）などを統括する用語が必要になるが、これは研究者により異なる場合があり 2
 、

テクストジャンルと呼ばれたりテクストタイプと呼ばれたりしている。この点に関して、B1 プロ

ジェクトの基本参照文献であるCEFR では、Text type（英語版 2001：165）、Le type de texte（フラン

ス語版 2005：126）、｢[テクストの] 種類｣（吉島、大橋（訳・編）2004：179）という用語が使わ

れ、その説明部分にジャンル、領域という言葉が出てくる。本稿では、CEFR が規定する項目名に

沿って、物語文・描写文・過程文・説得文などの機能別分類を｢テクストタイプ｣、小説、新聞記事

など具体的な読み物のカテゴリーをテクストジャンルと呼ぶこととする。テクスト構成に関しては、

日本語の文章の特徴のひとつと言われる｢起承転結｣などの概念には本稿では立ち入らず、B1 レベ

ルの日本語学習者にとってわかりやすいと思われる｢テクストタイプ｣をベースとした構成を提示

していきたいと思う。 

 

2.1 日本語（第二言語）読解研究としてのテクストタイプ 

先行研究（奥村 2006、Yoshida 2012 in 名畑田 2012、など）を見ると、第二言語習得としての日
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本語読解研究に取り上げられるテクストタイプは、物語文 (narrative text) と説明文 (expository text) 

が多い。これは、CEFR でも談話構造の項目と合わせて述べられているように、一般的に前者は具

体性が高く、後者は抽象性が高くなる傾向があるため、どちらのテクストを与えるかによって学習

の難易度が変わる為だと思われる。この難易度はテクストの流れや情報の提示の仕方（時系列に沿

った流れ、明示的な情報の提示 vs. 矛盾や予想外の情報がある、暗示的な情報の提示）にも起因す

るとされる（吉島、大橋 （訳・編）2004：179）。こうした知見から、テクストタイプやテクスト

構成についての知識を学習者に与えることも読解力育成の一助となるのではないかと考え、本稿は

この視点を中軸として考察を進めていく。 

 

2.2 分析資料のテクストタイプとテクスト構成 

今回、B1 プロジェクトが観察・分析の対象として選んだ『日本人の大人と漫画』のテクストタ

イプは、大きく分ければ説明文として理解されるが、テクスト構成を詳細に見ると、図１のような

テクスト内シークエンス（描写－描写・説明－意見－コメント）を持っていると言える。 

 

図１『日本人の大人と漫画』のテクストタイプ（シークエンス）とテクスト構成 

       

 

図が示すように、『日本人の大人と漫画』は、第１段落から第 3 段落までが事象（日本では大人

も漫画を読む）に関連した描写文、又は描写・説明文で、第１段落の問題提起（日本人が大人にな

っても漫画を読むのは何故か）を受けて、事象を肯定する描写－説明が、ふたつの接続詞 ｢まず｣

（第 2 段落冒頭）、｢また｣（第 3 段落冒頭）と並列的に繋がり、B1 レベルの読み手にとってはわか

りやすい構成になっている。しかし、第 4 段落で事象に対する筆者の見解・意見が示され、テクス

トタイプが変わり、同時に語彙や表現の抽象度も高くなっていく。そして、最終第 5 段落は、Maynard

（1996：396）が言うように、明確な結論を提示する代わりに事象に対する筆者の包括的なコメン

トをもって終わるという日本語の文章、特に新聞のコラムなどによく見られる構成となっている。

こうした構成をもつテクストをB1 レベルの学習者はどう読んだのであろうか。 

 

3. データ ･ データ観察 

 

本稿で使用するデータは、ベルギー、ルーヴァン大学（6 名）、フランス、グルノーブル第三大学

タイトル 

（第１）フレーミング 

段落 I . 描写 

事象・問題提起 

段落 II.  描写・説明 

事象の肯定的側面 1 

段落 III  描写・説明 

事象の肯定的側面 2 

段落 IV 意見（議論） 

否定的側面との対話 
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（7 名）の日本語科に在籍する学生計 13 名から収集したものである。読解作業は、｢フレーミング

‐遂行‐評価‐修正｣という 4 つのプロセスを経て行われるとされる（吉島、大橋（訳・編）2004：

76）（以下、原題より CEFR と略す）。フレーミングとは読解・聴解などの受容活動に際して、｢こ

れから起こることの構成や内容についての予測を立てること｣、｢心的な構えを決める、スキーマを

活性化する、予測を立てる｣（CEFER : 76）ことで、読解作業開始時に一度だけ行われる場合と読

解作業中に必要に応じて追加・削除・修正される場合とがある。また、フレーミングに使われるス

キーマには内容理解を助ける｢コンテクストスキーマ｣とテクスト構成理解のための｢フォーマルス

キーマ｣（本報告書 櫻井を参照）があるが、B1 プロジェクト内で行った実験では、読解前にスキ

ーマを活性化させるという過程は経ていない為、フレーミングはテクストの題名からなされたと予

測される。プロトコルを見ると、題名を誤読したために読解に困難を生じた 1 名（G4 資料 10）

を除いて、残り 12 名はタイトルの意味を理解しており、フレーミングが正しくなされた状態で読

解作業に入ったと言える。しかし、読解開始時のフレーミングに成功しても、言語、認知レベルの

様々な障害によって、学習者はテクスト理解において困難を感じており、特にそれは第 4・第 5 段

落において顕著である。学習者のプロトコル及び教師とのインタビューを観察すると、困難の要因

は未知の語彙や漢字（本報告書 ヴェルプランクを参照）及びそれに関連する様々な認知的要因（本

報告書 ルメトル、永田を参照）の他、文の構造、文末表現などボトムアップ処理に関わるものが

多いことがわかる（本報告書 櫻井を参照）。 

 

4. 分析 

4.1 第 4・第 5 段落の難易度と特徴 

 学習者がテクストタイプやテクスト構成に触れている箇所を観察する前にまず、第 4・第 5 段落

の各学習者の理解の流れや特徴を概観したいと思う。以下の表は第 4・第 5 段落における理解度を

各学習者の理解の区切り（単語、文節、文）に沿って記録した表である。データはB1.1・B1.2・B1.2+・

B1.3 と、レベル別に並べ替えてある。学習者 13 名の内訳はB1.1 とB1.2 が各 4 名、B 1.2＋が 2 名、

B1.3 が 3 名である。各学習者の理解レベルは以下の４段階で記録した。評定は、最初わからなくて

も読み直してわかった場合は a とした。 

 a   理解している      b  一部理解している  

 X 理解に誤りがある    解釈を示していない（挫折、解釈の回避、飛ばし読み）3
   

 

[表]1. 第 4・第 5 段落の各学習者の理解度と理解の流れ 4
   

データ レベル
5
    10/ IV-1 

(42%) 

11/ IV-2 

(25%) 

12/ IV-3 

(8%) 

13/ IV-4 

(17%) 

 14/ V-1 

  (83%) 

15/ V-2 

(8%) 

16/ V-3 

(92%) 

L3 B1.1 a  a b a  b X X b a a  a 

L4 B1.1 a a  a    b a a  a 

G3 B1.1   X    b X  X   

G4 B1.1 a  a X a b X  a  a X  a 

L1 B1.2 b X  a  a b X  X a b  a 

L2 B1.2  a X a  b  a  a b a b X  a 

G1 B1.2 b X a   a  a X a  a 

G2 B1.2 X a X a a X  a b a a X  a 

L6 B1.2+ a a b a b X a  a a  a a b a 
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G7 B1.2 + a a b X a b a a b  a 

L5 B1.3 a a b a  a b a a X  a 

G5 B1.3 a b a aXa Xa a a a b a a 

G6 B1.3 a a a a a b a b a a 

  

表の 1 行目にある数字は以下のように理解されたい。【10/ IV-1】：テクスト内の文の通し番号 / 段落番号‐段

落のN番目の文。また、（ ）内の数字は各文を完全に理解できた学習者の比率 
6
（本報告書 櫻井 表 2参

照）である。 

この表を見ると、第 5 段落の最後の文 16/V-3（｢漫画は、これからも多くの人たちに読まれていく

だろう｣）は、ほぼ全員が理解していることがわかる。G3 も解釈は示していないが、文を読んだ後、

｢そうか｣と言っており（G3 資料 9 112）、文意を理解していたという可能性もある。この文の理

解が容易なのは、一文が短く（16 文中最も短い 28 語、31 文字）、漢字もタイトルに出てくる｢漫画｣

以外は初級レベルで言語的な複雑さもなく、学習者が理解しやすかった第 3 段落までの内容に呼応

しているからだと言える。そして、この一文が著者の漫画に対する肯定的な視点を明示している為、

第 4・第 5 段落のような難易度の高い段落があってもテクストの重要なポイントを把握する助けと

なっている。 

 学習者が理解できなかった箇所は『日本人の大人と漫画』の各段落において観察されるが、櫻井

（本報告書 表2参照）が示すように、第1から第3段落（文番号1‐9）の文単位の理解率は75-100％、

9 文の理解率の平均は約 91 パーセントと高いのに対し、第 4・第 5 段落の 7 文の理解度はかなり低

く、第 4 段落（文番号 10‐13）の 4 つの文の理解率は 8‐42％で、平均 23％、第 5 段落（文番号

14‐16）の 3 つの文の理解率は 8‐92％で平均は 61％である。特に第 12 文（IV-3）と第 15 文（V-2）

を完全に理解できた学習者は各 1 名、8％という結果が出ている（本報告書 櫻井 表 2 参照）。以

下が第 12 文（IV-3）と第 15 文（V-2）である。 

 

[表] 2 学習者にとって最も難易度が高かった 2 つの文 

12/ IV-3 話の内容に作者の思想が反映されている作品や、テーマや背景が注意深く調査されていて、読

者の知的好奇心を満たすことができる作品も少なくない。 

15/ V-2 そして、彼らが大人になった今、このような漫画の特徴は以前よりもずっと広く認識されてい

るし、また支持されるようにもなっている。 

 

第 4・第 5 段落に共通した特徴として一文が長いことがあげられる。12/ IV-3 の単語数は 64、文

字数は 94 であり、テクスト内の 16 文中最も長く、漢語や漢字を含む語も 16、漢字数では 29 と、

これも 16 文中最も多い。15/ V-2 も単語数 62、文字数 73 で 16 文中 5 番目に長い文で、漢語・漢字

を含む語が 9、漢字数では 15 と 16 文中 6 番目に多い。また、表現の抽象度が高いことも特徴であ

る（二重否定をつかった文末表現など）。このため、ワーキングメモリーの消耗などによる理解力

の低下 7
  が考えられる（CEFR 2004：180）。プロトコルでも、｢うーん、例えば一つわからない言

葉がある時、多分文の意味からどうにかできるけど、でも二つや三つのわからない言葉が文の中に

ある時、文の本当の意味、または文の転換の仕方を理解したりするのはかなり難しい｣（G3 資料 9 

285‐288）などの発言が見られる。その他、自分 が言ったことを再度確認したいと思ったり、自分

の解釈を自己モニターしたり、評価したりしている箇所が第 4・第 5 段落に多いことがわかる。ま

た、B1 の守備範囲である｢非常によく使われる日常言語｣（CEFR 2004 : 28-29 ｢理解すること 読む
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こと｣）以外の語や表現（例：反映、認識されている、支持される、必ずしもそうとは言えない）

が多く、特に第 4 段落では、12/ IV-3 以外の文にも抽象度の高い語彙（例：低俗、乏しい、思想、

背景、知的好奇心、N を満たす、感動、共感）が数多く含まれており、様々な読解ストラテジーを

用いても文全体を理解できない学習者が多い（本報告書 ヴェルプランク 表 3 参照）。 

 

4.2 テキスト構成、テキストタイプから見た第 4・第 5 段落の難しさ 

分析 4.1 で見たように、第 4・第 5 段落の難易度が高い要因は語彙・表現の抽象度の高さにある。

しかし、テクストタイプ、テクスト構成の観点からも難しさがあると思われる。本稿 2.2、図 1 が

示すように、第 4 段落ではそれまでの描写・説明文から意見文へとテクストタイプ、テクスト内シ

ークエンスが変わる。即ち、テクストがそれまでの直線的な流れから複線的な流れに変わり、第 4

段落は、第 3 段落までの一般的な情報からより個別的でニュアンスを含んだ内容を伝えるものにな

っている為テクストの難易度が上がっている。このような場合は、｢テクスト内の情報に基づいた

統合処理と接続詞などの結束性を明示するシグナリングが重要な役割を果たす｣（石井 2005：146）

のであるが、第 4 段落文頭の接続詞は並列・付加の接続詞 ｢そして｣であり、このこともテクスト

タイプが変わったことに気づきにくい一因かと思われる。以下、学習者のプロトコル及びインタビ

ューを通してテクストタイプ、テクスト構成に関する知識が B1 レベルの学習者にとって難しい段

落（CEFR 2004：179）を理解する一助となるかどうかを観察・検討し、読解指導に向けての考察

に繋げていきたい。  

 

4.2.1 テキストタイプ、テキスト構成などに関する学習者の意識 

データ観察・分析の対象となった 13 名の内、テキストタイプ、あるいはテクストジャンルに関

連する発言をしている学習者は 3 名、テキスト構成に直接言及している学習者は 5 名（事例数 6）、

テクストの流れに沿って内容を理解しようと試みている（結束性や整合性 8
 の構築意識がある）学

習者は 5 名いた。以下に事例を抜粋する。（斜線は本稿筆者） 

 

[表] 3. テクストタイプに関連した発言 

事例 1 B1.1 ん、ここはつまり、意見を言ってる。ええと… 彼が考えていること、彼が考えているこ

とについて。わからないけど…（G 4 資料 10 95-96）【IV-2 の文に関する発言】 

事例 2 B1.2 えっとでも、はい、テキストの半分ぐらいまで私はまだ OK、大丈夫、だいたいいけそう

だと思いました（426-427）でも彼がはっきり何を言いたいかよくわからない、なあと今で

も思っているいくつかの事柄がありました（L2 資料 2 429-430）【第 4 段落以降の難し

さに言及】 

事例 3 B1.2+ 大まかに言うと、日本の大人とマンガについて。どうしてマンガを読むのか、という問い

に答えている。マンガは子供のものなのに。どうしてマンガに関心があるのかの理由につ

いて。それから論拠と大切な点について。（G7 資料 13 225-229）【インタビュー内で

テクストのアウトラインを説明】 

 

表内の学習者のように第 4 段落のテクストタイプに直接言及していなくても、この段落に書き手

の意見が描かれていると完全に又は一部理解している学習者はB1.2+、B1.3 レベルを中心にもちろ

んいる（4.1 表 1 参照）。しかし、テクストタイプが変わったことに直接言及、意識化している学

生は全体の 23％と少数であった。 
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 [表] 4. テクスト構成に関連した発言 

事例 レベル プロトコル・インタビュー内の発言 

事例 1 B1.1 新聞にある本物の文章を読むのに慣れていないと思う。それか、だから少しより複雑な形

式がたくさんある（G3 資料 9 290-291）【テクストジャンルに言及】 

事例 2 B1.1 ええと、このテキストは…どうして大人、えっと、日本人の大人が漫画を読んでいるのか

についてで、その理由が書かれています。つまり、わかりやすいから漫画を読んでいます。

（G4 資料 10 276-277）【テクスト内の文と文の関係について言及】 

事例 3 B1.2 えっと、第一段落は、イントロダクションで、どうして日本人の大人は漫画を読むのかに

ついて書かれていて、これは外国人が、外国人から出てきた疑問です。あ、ん、ええと、

その後テキストが展開して…（G 2 資料 8 306-308）【フォーマルコンテクストに言及】 

事例 4 B1.2+  大まかに言うと、日本の大人とマンガについて。どうしてマンガを読むのか、という問い

に答えている。マンガは子供のものなのに。どうしてマンガに関心があるのかの理由につ

いて。それから論拠と大切な点について。（G7 資料 13 225-229）【インタビュー内でテ

クストのアウトラインを説明】 

* 表 3 事例 3と同一（G7はテクストタイプと構成の両方に触れている） 

事例 5 B1.3 「そして」で始まっているから、そしてという意味を持っている接続詞だ。だからこれは

三つ目の理由だということだ。まず、またとそしてがある。 一つ、二つ、三つの理由だ。

この三つの段落は三つともえーと最初の質問に答えている。（L5 資料 5 153-157） 

【接続詞による文と文の間の結束性について言及】 

事例 6 B1.3  最初の三つの段落は三つとも最初の質問の答えです。そして、またと三つ目のは覚えてい

ませんが。えーと、三つ目はないですね。そうすると最初の、そして、それからまた。ま

ず、はい、まずが最初のです。おかげでテキストはいい構成でできています。（L5 資料

5 466-469） 【テクスト構成に言及】  

 

テクスト構成に関連した発言をした学習者の内訳は、テクストジャンルに触れている（1 名）、テ

クスト内の文と文の関係に言及している（１名）、結束性に触れている（1 名）、フォーマルコンテ

クストに言及している（１名）、テクストのアウトラインに触れている（１名）、本稿 2.2 図 1 の

第 2 列までのテクスト構成に言及している（１名）の 6 事例で、テクスト構成を言語化、意識化し

ている比率は全体の 46％と約半数であるが、事例の内容はテクストジャンル、テクスト構成に関し

てすべて正しい理解を示すものであった。次に事例の内容に注目してみる。まず、事例 1 のテクス

トジャンルに言及しているG3（資料 9 290-291）であるが、この学習者は第 4・第 5 段落だけでな

く、テクスト全体の理解度がもっとも低い学生であった（4.1 表 1 参照）。わずか 1 例ではあるが、

この事例はテクストジャンルの理解がそのままテクストの内容理解には繋がらないことを認識さ

せてくれるものである。また、事例 2 から事例 6 までを見ると、事例 4 を除いてすべて第 3 段落ま

でのテクスト構成に関連した発言であることがわかる。これは、難易度の高い第 4・第 5 段落をか

なりよく理解していた L5 においても同様である。第 4・第 5 段落がテクスト全体の中でどのよう

な機能を持っているかを言語化していないのは何故だろうか。先に述べた第 4 段落冒頭の接続詞の

問題もあるかもしれない。また、プロトコル内での発話や教師とのインタビューは学習者に多少な

りとも評価されるいう意識を与えると思われ、テクスト構成の描写においても確実な理解の範囲に

留めて述べたとも解釈されるが断定はできない。今後の考察課題のひとつとしたい。 
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4.2.2  テクスト内ロジックに関する学習者の意識 

次に、文の理解を｢テクスト内ロジック｣を使って行っている例を見てみたい。 

 

[表] 5 テクスト内ロジック（結束性・整合性）に関連した発言 

事例 1 B1.1 

 

ん、これが私がどうしてもわからなかった文だ。ま、適当に解釈することはできるけど…

（G4 資料 10 217-218） 【VI-2の文に関する発言】  

事例 2 B1.2 

 

ひきつけるためは…ひきつけるという動詞の意味がよくわからない…えっと、でも文の残

りのところはわかる。（120-121）それはえっと、例えば、案内書や説明書なんかの…の…

の…一番大切なことは、えっと、読者がそれを忘れないし、えっと、内容…内容のおもし

ろさも彼らがまた忘れない点だ（L1 資料 1 124-126）【VI-1の文に関する発言】  

事例 3 B1.2 

 

 

彼らはただ映画を見たり小説を読んだりするのと同じようにえっと感動されることもあ

る  そして、これはつまり簡単に頭の中に残る、かな） 258-260  

作者、内容、テーマが「分かりやすい」なければならない？わたしは実はちょっと自分で

作っちゃってるけど（L2 資料 2 260-262） 【VI-3 の文に関する発言】結束性の構築  

事例 4 B 1.2 

 

何か情報を見てイラストのおかげでその情報が面白く楽しくなり文章だけのよりももっ

と記憶に残りやすいと思う (G1 資料 7 54-55)  【VI-1 の文に関する発言】 

事例 5 B 1.2 

 

ああー、そして、読者にとっては、もし、もし大切なことが興味を引く形やおもしろい形

で伝えられていれば忘れることはない、(134-135) もし、もし、情報が興味を引く形で伝

えられれば、忘れることはない (G2 資料 8 137-138) 【VI-1 の文に関する発言】 

 

 表 5 ではテクスト内ロジック（結束性・整合性）を用いて文を理解しようとしている例を挙げた

が、これは学習者がテクストの中に意味のつながりを見い出そうとしながら読んでいることを示す

ものであり、テクスト理解を高める為に非常に有効だと思われる。しかし、表１（4.1）の評定に見

られるように、上記の表 5、事例 3（L2 資料 2 260-262）の最初の１行をのぞき、学習者が試み

たテクスト内ロジックの構築はテクストの内容理解には結びつかなかった。何故だろうか。仮定の

域を出ないが、テクスト内シークエンスが描写・説明から意見（議論）に移行したことに意識が向

かなかった為、文中に書き手の視点や意見が入っていることに気づかなかったのではないだろうか。

また、テクストタイプの変化に伴って事象に対する対照的な見方が提示されるかもしれないという

予測ができなかったということも考えられる。これは意見文、説得文、議論文、などと呼ばれるテ

クストタイプではよく見られる構成であるが、B1 の読解指導のひとつして加えられる点かもしれ

ない。 

 B1 のグリッドでは以下のような能力が求められている。 

  - 身近な話題についての簡単な新聞記事から重要点を取り出すことができる 

  - 主張のはっきりした論説的テクストの主要な結論を把握できる (B1+) 

  - 必ずしも詳しくはなくとも、提示された内容に関する議論の筋道がわかる (B1+) 

                        （CEFR：74 ｢情報や議論を読むこと｣より） 

 

このうち特に第 3 点目が本稿の考察と直接関わる項目で、この部分の能力を伸ばすことが『日本人

の大人と漫画』のような書き手の意見を表明するテクスト内シークエンス（本稿 2.2）を持つ説明

文の理解の一助になると考える。 
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5. 読解指導に向けての考察と提言  

 

これまでのデータ観察・分析及び考察を踏まえ、この項ではB１レベルの読解指導について考え

てみたい。特にDavies（1995）が挙げる 5 つの Reading strategies の第 4 点目｢テキストとの対話（質

問、疑問、翻訳、言い換え、感想、推測など）｣と第 5 点目｢テキストにある情報を使う（テキスト

のジャンル、修辞的構造、情報構造、文脈、文・節の構造、句読点、内容・トピック、タイトルな

ど）｣（Davies 1995 : 51-54 in 門田・野呂（編）2001：245-247)に注目し、B1 の読解指導についてい

くつかの提言を試みる。 

 

5.１ テクスト情報を使う 

 タイトルからフレ－ミングを行う際に、テクストタイプ 、テクスト内シークエンスについて予

測を立てて読み出す 

 テクストジャンル、テキストタイプについての知識を活性化させる 

テクストジャンル、テクストタイプという概念はデータを提供してくれた学習者が日常的に使用し

ている英語、フランス語 / オランダ語にもあるので、その既有知識を活性化して、テキストを｢構

成分析｣という視点から読む練習が有効かと思われる。これはいわゆるトップダウン的な読み方で

ある。 

 意見文の代表的な情報構造（比較・対照・否定・肯定など）の知識を使う 

   Jones and al.（1987）は教授法に関して 6 つの可能性を挙げているが、その 3 つ目でテクストの 

 様々なスキーマや情報構造、テクストタイプについての知識を持つことの有用性に触れている。 

 Learning requires knowledge organization. Knowledge is organized in recognizable frameworks such as 

story grammars, problem/solution structures, comparison/contrast patterns, and description sequences 

among others. Skilled learners recognized these organizational structures and use them to assist learning 

and recall. (Jones and al. in O’Malley and Chamot 1990 : 188 斜線は本稿筆者) 

 接続詞とテクストタイプとの関連を学ぶ 

本稿 4.2 でも触れたことであるが、第 4 段落文頭の接続詞｢そして｣を単純に並列・付加と理解する

と誤読に繋がる可能性が高い。B1 の上位レベルを目指すためには、接続詞の基本的な意味だけで

なく、テクストが『日本人の大人と漫画』のような意見文シークエンスを含んだものの場合は、｢そ

して｣が単なる並列ではなく、｢議論のための新しい話題の提供｣という機能も持っているというこ

とを学習者に知らせることが大切かと思われる。（ただし、第 4 段落の二つ目の｢そして｣は並列と

考えても読解上の大きな問題はない） 

 テクストタイプ、テクスト構成を意識化した後、テキスト内ロジックを利用して読む  

 わからない言葉に対しては、それが否定的意味か肯定的意味かを判断して、文脈や文の構造な

どから推測して文全体の意味をとる （G2 G3 G5 G7 などのプロトコルにも例が見られる） 

 

5.2 テクストと対話する 

森（2000：69‐70）が述べているように、事象や書き手との｢対話的な読み｣が読解の手助けにな

ることを学習者に示すことも有効かもしれない。実際、B1 の上位レベルB1.2+ やB1.3 のプロトコ

ルにはこうしたテクストとの対話が見られ（G5、G6、G7 など）、自分自身のコメントも加えなが

らテクストの内容理解を深めている。 

以下は IV-2 の文に関するG7 のプロトコルからの事例である。（斜線は筆者） 
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【事例 1】つまり、次のようなことが考えられる、マンガを読まない人たちの中には、マイナスの意見を

持っている人がいる、つまり、マンガは、マンガは、何て言ったらいいか、よい文学じゃないとか、でも

たぶん実際は、そうじゃない、日本人はそんな断定的な意見を持っていない（G7 資料 13 126-129） 

【事例 2】思うに、ここでは、論拠は、論拠は このテーマではマンガを弁護している（G7 資料 13 135-136） 

 

 テクストタイプ、テクストシークエンスが意見文である場合は、書き手のポジションを探す（事

象に対して肯定的か否定的か中立かなどについて理解する） 

 結論部の最後の文には書き手のコメント・見解が示されていることが多いので、テクストのア

ウトライン理解に役立てる  

 

6. まとめにかえて 

 

本稿では B1 レベルの学習者にとって難易度の高い段落の特徴とは何かを明らかにすることを出

発点に、テクストタイプやテクスト構成の知識を学習者に与えることが B1 の学習者の読解能力を

高める一助となるかどうかについて考察した。考察の結果は読解指導に向けてのいくつかの提言に

繋がったが、再考察が必要と思われる点、これから考察すべきだと思われる点も残っている。 

学習者が提供してくれたプロトコル及び教師とのインタビューは、B1 の読解能力を様々な角度

から観察できる大変貴重なものであった。このデータをもとに更に考察を深め、よりよい読解指導

法を模索していきたい。  

 

______________________________________________________ 

注. 

1    B1 プロジェクトでは、B1 レベルをB1.1,  B1.2,  B1.3 の三段階に分けて捉えている。 

2   この点に関しては、酒井、和田（2012：211‐212）に詳しい。 

3    内容を理解していてもプロトコル内では言及しておらず、教師とのインタビューで理解してい

ることが確認される例もある（G6 資料 12 154-155）。 

4    B1.3 レベルの学生の中には、プロトコルやインタビューでのやり取りの内容からB2 に達して

いると思われる学生もいるが、データとして使用したテクストではそれが検証できないため、こ

こでの最高評価はB1.3 となっている。 

5   表内のレベルはインタビュー時の再話の内容から判定されたレベルである。 

6   櫻井の分析では、読解開始時のフレーミングに問題のあったG4 は分析対象外である為、括弧

内の数字はG4を除いた 12名に関する統計である。G４は最終段落でタイトルの誤読に気づき、そ

こからテクスト理解が進んだ（G4 資料 10 141-146）。本稿ではフレーミングプロセス（第 1 フ

レーミング後の追加・削除・修正）にも着目している為、G4 も観察対象とした。 

7  この点に関連して、Anderson (1980, 1983, 1985 in O’Malley and Chamot 1990/1995) は｢習得のため

の３ステップ｣ (Three stages of skill acquisition) を挙げ、第 3 ステップとして言語処理における自動

化 (autonomous stage) の段階を挙げている。このレベルに達すれば、産出・受容活動において、ワ

ーキングメモリーや自己モニターに時間を使わずに作業ができるため、第2言語習得において有利

に働くとしているが、この段階に達するには長い学習期間が必要だとしている 。（O’Malley and 

Chamot 1990/1995 : 26 参照） 

8  結束性、整合性の概念の説明は、安藤貞雄 他（訳）（1997 ：28-37）に詳しい。 

 

 

 



 

39 

 

＜参考文献＞ 

 

安藤貞雄 他（訳）（1997）『テクストはどのように構成されるか』, ひつじ書房, 東京 

 （原著）M.A.K Halliday , R. Hasan (1976), Cohesion in English, Longman, London.  

石井怜子（2005）｢結束性構築の視点から見た第 2 言語読解研究概観 ‐スキ－マ理論を超えて‐｣,  

『言語文化と日本語教育』2005 年 11 月増刊特集号, お茶の水女子大学 教育・研究成果コレク 

 ション, pp.127‐158.  

門田修平、野呂忠司（編）（2001）『英語のリーディングの認知メカニズム』くろしお出版 

名畑田真吾（2012）｢2012年度第17回研究・先行研究発表：Yoshida M. (2012) “The interplay of processing  

    task, text type, and proficiency in L2 reading”, Reading in Foreign language 24, pp.1-29,  

    http://www.modern.tsukuba.ac.jp/~ushiro/Research/2012/121105_Yoshida_2012_Nahatame.html 

橋内武 (1999 ) 『ディスコース 談話の織りなす世界』，くろしお出版，東京. 

森雅子 (2000) ｢母国語および外国語としての日本語テキストの読解 ‐Think-aloud 法による 3 つ 

   のケーススタディー ‐｣, 『世界の日本語教育』第 10 号, pp.57‐72 国際交流基金, 東京. 

吉島茂、大橋理恵（訳・編）他（2004）『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照 

  枠』朝日出版社, 東京.  

Conseil de l’Europe（2005）Lieutaud S.（Trad.）Cadre européen commun de référence pour les langues,  

   Apprendre, Enseigner, Évaluer, Division des Politiques, Linguistique, Strasbourg, Didier. 

Council of Europe（2001）Common European Framework of Reference for languages: Leaning, teaching,  

 assessment, Council for Cultural Co-operation Education committee Modern languages Division    

 Strasbourg, Cambridge University Press.  

Maynard S.K.（1996）Presentation of one’s view in Japanese newspaper columns: Commentary strategies and  

   sequencing, in Text 16 : 391-421. 

O'Malley J.M. and Chamot A.U.（1995）Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge  

   University Press.  



 

40 

 

漢字・語彙理解を助けるストラテジー 

ー成功例と失敗例の考察ー 

 

インゲボルグ・ヴェルプランク 

 

 

 

1 はじめに 

 

第一言語が非漢字圏である学習者 1が日本語のテキストを読むとき、漢字が障壁になっていると

いうことがよく言われている。そこで、本稿では、B1 レベルの学習者の読解時のプロトコルを観

察、分析し、読解で知らない漢字の意味を解釈する際、漢字の知識が必要かどうか、学習者がどの

ようなストラテジーを用いているか、及び、どのストラテジーが効果的であるかを考察した。 

 

2 ストラテジー（方略）に関するCEFRのグリッドから 

 

 「方略は学習者の資質と、できること（コミュニケーション能力）をつなげるものと見られてい

る。」（吉島・大橋 2008：25）CEFR には受容的言語活動の方略（4.4.2.4）には「受容的言語活動の

過程では、（言語的でも非言語的でも）全体の流れの中で得られた手がかりや、その状況に関わる

スキーマとの関連で立てられた予測に基づいて、表現されている意味や、その裏にあるコミュニケ

ーション意図に関して仮説が打ち立てられるのである。本当の意味に近づこうとして解釈を繰り返

すうちに、メッセージの中に表している空白、及び空白の可能性のあるところは埋められ、意味が

具体化され、メッセージの重要性やその構成要素が理解されるのである（推論）。」、それから「手

がかりの発見と推論」（B1）例示的尺度には「自分の関心領域や専門関連の話題のテクストの中で、

馴染みのない単語の意味を文脈から推測できる。話題が身近なものであれば、時には知らない単語

の意味を文脈から推定し、文の意味を推論できる。」（吉島・大橋 2008：76）と記述されている。本

稿の対象は日本語学習者であるので、ここにあるように「単語の意味を文脈から推測できる」だけ

でなく、単語、つまり熟語を構成している漢字同士、または、一つの漢字を構成している要素、た

とえば部首などからの推測も含まれると考える。つまり、B1 レベルの日本語学習者に求められて

いる、語彙に関するのは既存的知識と共に適切に漢字から推測できるストラテジーだと思われる。 

 

3 分析方法、結果と考察 

 

3.1 データ・資料 

分析で対象としたデータは、読解能力が B1 レベル（B1.1～B1.3）と判断されたルーヴァン大学

（6 名）・グルノーブル大学（7 名）で行った発話思考法データの書き起こし、いわゆるプロトコル

である。読解のテキストは「日本人の大人と漫画」（日本交流基金）である。まず、そのテキスト

からほとんどの学習者が理解していた語彙を表 1 にまとめた。 
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これらの語彙は日常的な語彙で、B1 レベルでは既習語彙だと考えられるので、分析からはずし

た。次に、5 段落全てのテキストに目を通し、合同会議で意見交換を行い、B1 の指導項目と判断で

きる語彙・表現の中から 13 を選択した。その 13 には様々な語種（和語・漢語）、品詞（名詞・イ

形容詞・ナ形容詞・動詞）、慣用句、表現を含めるようにした。表記は主に漢字であるが、ひらが

なのものもある。（下記表 3 の左欄、参照） 

 

表 1 被験者全員が理解できた（漢字で書かれている）語彙リスト（テキスト段落別） 

段落 1 

 

日本 子ども 漫画 読んでいる 言う 外国人 声 耳 電車 中 雑誌 見る 特に ～代 

多い 彼ら 考えて 

段落 2 駅 買って 立った 便利さ 簡単 毎日 仕事 忙しい 人たち 言える 

段落 3 絵 点 字 本 比べて 内容 言葉 持つ 読者 理解 最近 会社 書かれている  

多くなった 

段落 4 一番 大切 忘れる 思って 話 少なくない 映画 小説 出会った 時 同じ 覚えたり 

段落 5 若い 今 以前 広く 

 

3.2 分析方法 

本分析の基本枠組みとしてO’Malley & Chamot がCALLA（Cognitive Academic Language Learning 

Approach）で使っている認知ストラテジー一覧表（O’Malley & Chamot, 1995:198-199）から読解に関

係する transfer（移転ストラテジー）、inferencing（推測ストラテジー）、deduction（演繹的推論スト

ラテジー）及び elaboration（精緻化）をまず、選んだ。その後分析を進める中で、この項目に当て

はまらないものがあったため、さらに項目を検討し、同書、学習ストラテジー（前掲書：138）か

ら repetition（繰り返しストラテジー）と translation（翻訳ストラテジー）も採用することにして、

再度分析を試みた。下記表 2 に分析に用いた項目とその定義を引用する。 

 

表 2 本分析で使用されたストラテジーの定義（O’Malley & Chamot 1995） 

Transfer Using what is already known about language to assist comprehension or production. 

Inferencing Using information in the text to guess meanings of new items, predict outcomes, or complete missing 

parts. 

Deduction Applying rules to understand or produce language or solve problems. 

Elaboration Relating new information to prior knowledge, relating different parts of new information to each other, or 

making meaningful personal associations with the new information. 

Repetition Repeating a chunk of language (a word or a phrase) in the course of performing a language task. 

Translation Rendering ideas form one language to another in a relatively verbatim manner. 

 

3.3 分析結果 

被験者が上記の語彙 13 の意味を理解するためにどのストラテジーを使用したか、成功したかを

表 3 にまとめた。なお、elaboration だけ、それから translation だけを運用した事例がなかったので表

3 では記載していないが、それらのストラテジーは他のストラテジーといっしょに使用されている

ことが観察されているので「2 つ以上」の欄を設け、そこに含め、下記表 5 で詳しく分類した。ま

た、どのストラテジーが使われているかプロトコルからはっきり分からない場合、つまり発話され

ていない場合、それは表に含まない。 
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表 3 語彙 13
2の解釈に使ったストラテジーの成功数と失敗数 

 非方略 inferencing deduction repetition transfer 2つ以上 

成

功 

失

敗 

成

功 

失

敗 

成

功 

失

敗 

成

功 

失

敗 

成

功 

失

敗 

成

功 

失

敗 

ひきつける 3 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 

身近な 2 3 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 

手段だ  6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 

具体的な 6 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 

商品 5 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 

低俗 

乏しい 

4 7 1 0 0 1 0 0 3 3 4 0 

反映 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 

認識されている 1 8 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 

支持される 0 6 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 

夢中になっている 2 5 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 

珍しいことではない 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 

利点を生かして 0 5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 

必ずしもそうとは言えない 2 2 0 0 1 2 1 3 0 0 0 2 

合計 39 54 1 3 2 7 2 5 18 19 14 13 

 

3.3.1 「非方略」に関して 

 非方略の成功例のほとんどは既習語彙ですぐに思い出して分かったこと、それから少し考えてか

ら思い出したことの両方が含まれる。また、読み方（発音）が正しくなくても意味が正しく解釈で

きたものも含まれる。本実験の対象者は大学生であるためここの既存的知識は特に学問的な知識と

言えるだろう。一方、被験者が、「全く分からない」、「推測できない」、「見たことがあるが、忘れ

た」などを発話したり、飛ばし読みしたりした、つまりストラテジーを全然使っていない、しよう

ともしない失敗例を非方略の失敗という欄に記述した。それから、読み方を間違え違う語彙と混乱

してしまった語彙（表 4 例 1、例 2）や読み方が正しくても翻訳が違ってしまった語彙（例 3）も失

敗例と見なした。 

 

表 4 非方略失敗例 

 語彙 被験者の読み方 被験者の解釈（翻訳） 資料参照 

【例 1】  具体的 キホンテキ 基本的 (basis) L4 （資料4 145、148） 

【例 2】 認識 ザッシ 雑誌 (magazines) L4（資料 4 438） 

【例 3】 商品 ショウヒン 店 (magasins) G2（資料 8 120） 

 

3.3.2  成功率がかなり低いストラテジー：inferencing、deduction、repetition 

表 3 から見ると、inferencing（推測ストラテジー）の単独使用ケースは最も少なく、成功例が一

つしかない。その例は L6（資料 6 91-95）の「乏しい」の事例で、下記に示す。 

 

【例 4】「とばしい」は多いか少ないかかなあ。だから私はここで一応少ないにしよう。彼らは内容がじゃあ
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少ないと思う。え～、え～不足…のように、内容が、はい、内容がはい、欠けている。 

 

 次に、deduction（演繹的推論ストラテジー）に関して言うと、まず、1 点目は使用例が少ないこ

と、2 点目は成功率が低いことが観察された。文法的なルールを使って未習語彙を理解しようとす

る事例があるが、結果的にはほとんど失敗に終わった。勿論、本稿で分析した事例は主に漢字に注

目しているから文法的な分析が役に立たないため事例が少なかったと考えられるが、慣用句に関し

ても同じことが言える。 下記は deducrtion の失敗使用例である。ここでは「否定」または「可能形」

と分析できていても一つの表現と認識していなかったため、文全体の理解に結び付かなかった。 

 

【例 5】かならずしもそうとはいえない。 いえないは可能形だから。えーと、否定だから、何かをいえない。

何をいえないのか。（...）えっと、実際は, かならず、えっと、確かに、かならずしもそうとはいえない。何か

をいえない。何をいえないのか。実際に必ず、それからしもそうはわからない。しもそう、じっさいはかなら

ずしもそうとはいえない。いや、ただ先に行こう。（L4 資料 4 215-234） 

 

最後に、repetition（繰り返しストラテジー）を観察すると、主に違う読み方で読み直す方法（例

6、例 7）を「夢中」と言う語彙で、区切りを変えて読み直す方法（例 8）を「必ずしもそうとは言

えない」で示す。「夢中」では、音読みと訓読みで読み替えており、「必ずしもそうとは言えない」

では非常に多様な切り方で試している。 

 

【例 6】ゆめ、ちゅう、これはじゃないと思う、私は他のだと思う、ああ、む、むちゅう、むちゅうに、なっ

ている（L6 資料 6 8-10） 

【例 7】ゆめなか ゆめちゅう? ゆめなか になっている（...）。夢の中にひたって（G7 資料 13 18-22） 

【例 8】かならずし、かならずしもそう、そうはいえない、いえない。（...）かならずしも、そう、とは、いえ

ない、か、な、ら、ず、し、も、そうとは、いえない（G4 資料 10 102-104） 

 

3.3.3 一番多く使用されたストラテジー 

表 3 から見ると、transfer（移転ストラテジー）という方略が一番多く使用されている。特に既習

漢字、それから語彙・語種についての知識（音読み・訓読み、漢語・和語など）を活用して、実験

テキストの未習漢字・新しい語彙を理解しようとする事例が多い。下記にいくつかその成功例及び

失敗例を示す。 

 

1）熟語としては知らないが、それぞれの漢字が分かる場合、未習熟語の理解ができる可能性が

高くなる。 

 

【例 9】（失敗例）「反映」に関して 

はん、えい、はんえい、はんは反対のだ、えっと、つまり「反対」で、えいは映画のえいで…でも意味はそん

なに知らない（L6 資料 6 106-109）   

【例 10】（成功例）「身近な」に関して 

これは体、身、の漢字と近い、近い、の漢字。（...）子供のころから、だから、まんがはなにかかれらの子供

の時からいつも近くにあったもの（L4 資料 4 283-290） 

【例 11】（成功例）「認識」に関して 



 

44 

 

この二つ目は知識の、しきだと思う。そして一つ目は認めるだと思う。えっと、だから認めるのような、認め

ることのような」 (L6 資料 6 164-167) 

 

2）一方の漢字を知っていて未習熟語の意味を捉えようとする。「低俗」に関しては、下の例以外

にも「何か低い」、「内容が低い」「ハイレベルじゃない」などと解釈した被験者がいる。実験テキ

スト中では「漫画は低俗だとか、内容が乏しいと思っている人もいる(…)。」という文なので「低い」

だけでなく、「内容」からの推測で理解できたのだろう。これは inferencing（後述）にも関連がある。

しかし（最低一つの）漢字を知っていれば文全体の解釈の可能性が高くなるということも言えるだ

ろう。 

 

【例 12】（失敗例）「支持される」に関して 

その最初の漢字もわからない、次はモツの漢字だでも（L1 資料 1 230） 

【例 13】（成功例）「「低俗」に関して 

最初の漢字は低いだ。この二つ目の漢字は見たことがないと思う。（...）その人たちは、まん 230 がを低いよ

うに見なしている、ひくいは多分その意味だろう、低く見なしている（L3 資料 3 218-231） 

 

3）一つの漢字を、音符という音要素が同じ漢字の知識を transfer して理解しようとしたが、意味

を持たない部分の transfer であったため正しい解釈ができなくなる。 

 

【例 14】（失敗例）「支持される」 

「支」： 技（L6 資料 6 170）、技(術)（L5 資料 5 325）、(歌舞)伎（L3 資料 3 303） 

「持」： 待つ (L2 資料 2 214)、特(に)（L5 資料 5 326） 

【例 15】（失敗例）「低俗」 

「低」：底（L4 資料 4 211） 

「俗」：いろいろなものに似ている、たとえば内容の内, 内容、溶けるに似てるでも同じじゃない、なぜなら

人間が間に挟んでいる、人偏だ（L3 資料 3 220-223） 

 

4）一つの漢字の中の部分（意味符号である部首）を知っていて、そこから意味を捉えようとす

る方略が役に立たない。意味を構成する部首を利用しても、その意味を正しく理解していないため

正しい理解につながらなかった。 

 

【例 16】（失敗例）「認識」の「認」に関して：言うに、心に線が入っている刀（L5 資料 5 318-319） 

 

5）慣用句 

 

【例 17】（成功例）夢中になっている」は「ゆめのなかになっている、（...）えーと, ゆめ,のなか、、その夢の

中おそらく他の読み方をしているだろう、おそらく後ろにちゅうかぢゅうのある漢語だろう。でもこの夢の読

み方、今すぐちょっと、思い出せない。（...）うん、完全に夢の中のように高揚して、読んで感じて（L3 資

料 3 25-36） 

 

 また、「利点を生かして」に関してであるが、「利点」は被験者の半分以上は「便利のリ」＋「点
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のテン」として正しく理解できたので、上記 1）の代表的な成功例だと言える。それから「生かし

て」の「生」が「生まれる」、「生きる」などでも分かるが、「利点を生かして」のコロケーション

としては理解できるのは 3 名だけで、次のように発話した。下記例 18 の 3 名のプロトコルから分

かるのは、移転ストラテジー(transfer) と共にコンテクストで推測(inferencing)したり、精緻化

(elaboration)したりしたストラテジーも活用して、正しく解釈ができたということであるだろう。 

 

【例 18a】最近、ちょっと待って、もう一度読んでみる。さいきんでは、このりてんをいかして、 かいしゃ

や... さくひんだと思う、よくわからないけど、ひんは絶対、のあんないしょやせつめいしょなど、まんがで

かかれているものがおおくなった。おおくなった。あっ、最近変化があったから、多くなった。漫画で書かれ

ているものが多くなった、つまり漫画のかたちで出版されるのが...えーと、あっ、この便利な点のおかげで、

だから便利なこと、りてん...（L5 資料 5 111-119） 

【例 18b】このりてんは多分いい点だろう、あるいはえっと、…漫画の便利な点、利点…それからその…次の

動詞は多分「応用する」じゃないか、または「使う」かはい、だから...（L6 資料 6 67-71） 

【例 18c】この,りてんを いかして 会社 や、ええと、いやかい, いや、もう！やんなっちゃう、だめだな, 会

社や、これは製品だな、のあんないしょやせつめいしょなど、ええとまんがでかかれているものがおおくなっ

た さいきんでは このりてんで、待てよ、りてんじゃない… りてんをいかして。 つまり、同じだ、この漢字

わかんない、これは思うにりょうてん、なんかこんな感じだとおもう、この特徴、点は、この特徴が生かされ

て、そう思う。ええと、だから、いかす、かいしゃ かいしゃ やあんないしょ か あんないしょ、つまり、今

わかったところ。だから、つまり、最近は彼らはこの漫画の、つまり絵の、特徴を使って、説明書を書くため

に、だから...（G7 資料 13 69-82） 

 

6）「ひきつける」：表記がひらがなのみの語彙で、1 名だけ移転ストラテジーを使って、成功した。

文法的知識を使って演繹的推論ストラテジー(deduction) 及び移転ストラテジー(transfer)も活用して、

正しく理解できた。上記例 18 及び下記例 19 から分かるのは 2 つ以上の方略を使うのが大事だとい

うことである。 

 

【例 19】引くの『ひく』＋結び付けるの『つける』の複合動詞 (L3 資料 3 192-198) 

 

3.3.4 二つ以上のストラテジー 

前述の表 3 の「２つ以上」の方略を詳述すると、次の表 5 の結果になる。 

 

   表 5 2 つ以上の方略の成功数と失敗数 

 成功数 失敗数 

Transfer + inferencing 8 0 

Transfer + deduction 1 6 

Transfer + elaboration 0 1 

Transfer + repetition 1 0 

Transfer + inferencing + deduction 1 0 

Transfer + deduction + elaboration 1 0 

Transfer + deduction + repetition 1 1 

Transfer + repetition + translation 1 0 
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Inferencing + repetition 0 1 

Deduction + repetition 0 4 

 

一つの語彙を理解するために方略を 2 つ以上使うのは特に慣用句の場合である（例、必ずしそうと

は言えない）。しかも、表 5 から分かるのは 2 つ以上のストラテジーを活用すると、ほとんどの場

合、移転ストラテジー(transfer) が含まれているということである。 

 

1）transfer + inferencing（移転ストラテジー＋推測ストラテジー） 

成功率が高い結果の「低俗」は、一部の「低い」という漢字を認識した被験者はその意味から次の

ように推測している。 

 

【例 20】（成功例）低い……そしてそのあとのはわからない。内容の漢字に少し似ているから、もしかしたら

この部分は….二つめの漢字の右の部分は意味を持つパーツで、内容という意味だ。だから低い内容だ。（L5 

資料 5 160-163） 

 

2）transfer + deduction（移転ストラテジー＋演繹的推論ストラテジー） 

理解できるために、文法的なルールを当てはめてみる。表 5 の失敗例はすべて「支持される」及び

「利点を生かして」に関わっており、「動詞」だと分かっていてもそこで行き詰ってしまう。 

 

3）transfer + elaboration（移転ストラテジー＋精緻化ストラテジー） 

「夢中になっている」の「夢」と「中」が分かっても推測は正しくなくて、違う翻訳も出る。これ

は内容スキーマの活用と関連するが、活用したスキーマが正しくない場合、異なった理解に導く可

能性がある。このような現象は文章のレベルでも起こりうる。（櫻井原稿参照のこと） 

 

【例 21】（失敗例） ゆみちゅう。…はい、これは夢と中の漢字ゆみちゅうでも多分そう読まないだろう。そ

れは白昼夢という意味だろう。（L1 資料 1 12-14） 

 

4）transfer + repetition（移転ストラテジー＋繰り返しストラテジー） 

和語・漢語の既存的知識のため音読み、訓読みで繰り返したりして正しく発音できて、思い出した。 

 

【例 22】（成功例） しん...しんきん？しんきん？ これは身体の、自身の漢字で、例えば自身のしん、それか

ら近くのだ。これはきんだと思う、なぜならきんじょうというから。はいはい。だから最初の漢字はみあるい

はしん…しんだと思う。なぜならこれは音読みだから。ああ、はい…みみみじかだと思う、なぜなら読む練

習で見たからだ。えっと、えっと、身近な人の死、だからそれと同じだと思う、身近なしだと思う。だから、

若い大人たちにとってえっと、漫画は子供時代から近くにあった何か、いつも一緒にあった何かだ。（L6 資

料 6 150-162） 

 

5）transfer + repetition + translation（移転ストラテジー＋繰り返しストラテジー＋翻訳ストラテジー） 

1 名は新しい語彙を理解するためにその語彙を翻訳して、コンテキストに合うかどうか、母語でバ

リエーションをつけていろいろな表現で言い換えてみた。 

 



 

47 

 

【例 23】（成功例） ひきつけるために（...）そして le lecteur（読者） ひきつけるためにいちばんたいせつな

contenu （内 容） のおもしろさ（...）。そしてひきつける、えええと、この意味がわからないな。）ça veut dire 

je pense（意味は、思うに）ひきつけるためにいちばんたいせつな（ええと 僕は）（…）ええと、ひきつける

…ためにいちばんたいせつな＜小声で＞ ひきつける je pense que c’est（これは、思うに） ひきつける＜小声

で＞…pour marquer pour marquer…pour attirer, attirer ! （マークする、マークする、そうだ引きつけるだ！）ひ

く ひく。読者をひきつける、読者、そう思うけど、そうだその注意をね、簡単に、そういうことだ。（G7 資

料 13 92-108） 

 

 翻訳に関して次のことが言える。同じ被験者 G7 は「読者」の読み方がすぐに出てこなくて、次

のように発話する「よむ 読む人。もう漢字のことは考えない。直接意味を見る、ええと、頭の中

でフランス語で、もう考えるのはやめる。」（資料 13 88-91） 

また、上記の 4）と 5）の、repetition が関わってくるストラテジーの活用は、聴覚作用にも関係が

あると考えられる。 

 

4 指導に向けての提言 

 

4.1 漢字知識の重要性 

「漢字→語彙→文→段落→テキスト」として考えると漢字・語彙はテキスト全体の理解には大事

な要素である。本実験でも、漢字・語彙の予備知識が広い被験者は方略なしで、適切なときにすぐ

記憶から呼び寄せられて、より速く理解できることは、表 3 一番左の欄に分析した語彙以外にも見

られた。また、すぐに思い出しても、または読み繰り返してから思い出したときも、どちらの場合

も理解できると達成感が高いから、漢字の知識がとても大事だと思われる。 

また、プロトコルの分析（インタビューの部分）でも、ほとんどの被験者は文の不理解の原因を

「漢字」だと示した。特に 4 段落目は漢字が多くて理解しにくいと述べた。一つの漢字が読めない、

分からないから文全体が理解できなくて、あきらめる被験者もいるが、「この漢字がこの文では大

事だ。絶対必要だ。意味を見つけたい」と一生懸命探って、意味を推測したりして、やっと見つけ

ると達成感がとても高い事例もいくつか見られた。そして、「日本語は漢字だ」、「漢字の授業のお

かげでこれが読めた（感謝）」、「漢字も全部分かると文が理解しやすくなる」など述べた被験者も

少なくはないので、漢字が読めるほど文が読みやすく、理解しやすくなることを学習者は、文の基

本要素である漢字の大事さを意識しているようだ。 

だから漢字の授業、練習、復習、それから記憶トレーニングの大事さが分かる。そのとき、音読

み・訓読みの知識、練習も忘れてはいけない。例えば、L5 は「面白さ」という単語に関して次のよ

うに工夫して、発見して分かったときは達成感が高かった。 

 

【例 24】これは白、しろかはく、でも最後にさがくるから、白いだと思う、そうすると白さ。それから最初

の部分のめんは…あっおもしろさ! …だよね（L5 資料 5 135-138） 

 

4.2 CEFR では言語構造的能力について 

 「学習者の言語構造的能力を伸ばすことは、言語学習に不可欠である。」（吉島・大橋 2008：163） 

語彙、文法、発音、正書法の力を伸ばす最もよい方法をいくつか述べている。本分析で考察した結

果から考えると、語彙に関しては特に次の方法が意味があるだろう：  
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4.2.1 関係する語の意味場を調べ、「意味地図」（mind mapping）などを作ること 

 B1 レベルでは特に抽象的な語彙の意味、ニュアンスを調べるのに意味地図が適切であろう。ま

た、上記で述べたように、日本語に関しては「漢字＝語彙、語彙＝漢字」とは言えるので、漢字に

ついても同じ練習ができる。例えば、上記「持」「待」「特」の失敗例から考えられる一つは部首別

で漢字のマインドマップを作らせて、同時にそれぞれの部首の意味について考えさせるという練習

である。 

 

4.2.2 語彙の構造（語構造、連語、慣用句など）を説明し練習すること 

本調査から分かったことが、漢字の知識（和語・漢語、音読み・訓読み、など）があると、より

よく正しく推測できるようになることである。しかし、漢字だけは足りない。特に語彙レベルを超

える表現、慣用句、連語などが大事だからその指導、練習も忘れられない。 

 

4.3 ストラテジーの重視について 

CEFR には教育、学習の目標について方略の大切さも述べている。「学習経験の中で、時によって

は、いろいろな言語的な課題を達成するための方略を発達させることを重視するのが望ましいだろ

う。その場合、目標は、学習者が習慣的に使ってきた方略を改善し、それを洗練し、拡げ、より自

覚的に使うこと、そして、今までは方略を意識しなかった課題の遂行にも方略を適用するよう心が

けること、となろう。こうした方略は、コミュニケーションに関するものであろうと学習に関する

ものであろうと、個人の能力を発揮させ、能力の向上や発達を可能にすると考えれば、それ自体が

外国語学習の最終的な目的にはならないとしても、一つの目標とする意味はあるだろう。」（吉島・

大橋 2008：151）それから「方略は、学習者が身につけて、さまざまな能力を使って課題を成功さ

せるのに重要な意味を持っている。」（吉島・大橋 2008：174） 

それから「Learning is strategic. Good learners are aware of the learning process and of themselves as 

learners, and seek to control their own learning through the use of appropriate learning strategies. Strategies 

can be taught (…) Examples of core skills are using prior knowledge (…)」(O’Malley & Chamot, 1995:188)、

また「Students who are taught to use strategies and are provided with sufficient practice in using them will 

learn more effectively than students who have had no experience with learning strategies.」(O’Malley & 

Chamot, 1995:196) にも、ストラテジーとその活用を習得して、実際に用いるとより効果的であると

研究されている。 

本研究の成功結果からいくつか読解に役に立つストラテジーや指導を述べたいと思う。 

 

1）上記にも述べたように漢字、語彙、慣用句などの既存的知識が増えるほど移転ストラテジーが

効果的になること。 

 

2）文全体の理解には勿論漢字・語彙が大事だが、表現、慣用句などが多い日本語では漢字を超え

る必要がある。それで、段落、長い文を読ませる練習を多ければ多いほど日本語の文に慣れて少し

ずつ分かりやすくなるのではないかと思う。 

 

3）文の要素である漢字が読めなくても、場合によって分からなくても、文の理解に問題がないこ

ともある。漢字が読めないとき、読めない漢字で止まるより、その漢字を違う言葉で変えたり、タ

タタなどの発音で言い換えたりすると、リズムを崩さないで、読み続けられて、文全体の流れがな
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くならないし、理解しやすくなることも見られた。例えばB1.3 と判断したG6 は分からない漢字が

出てくるたびに「ナニナニ」で言い換えて読み続けた。この読み方は文章読解におけるボトムアッ

プ処理にも有効であった。（櫻井原稿参照） 

 

4）翻訳ストラテジーに関して次のことも考えられる。漢字を声に出して読まないで（読めないで）、

その代わりに直接翻訳を言ったり、母語でその翻訳としていくつも類語を発話したりして、合って

いるかどうかを探る被験者がある。その翻訳に関しては、母語では語彙の幅が広い人はよりよく推

測できると思われる。それで指導法のひとつとして、母語でも、習得言語でもできるだけたくさん

読ませることだと言える。つまり、習得言語のインプットと共に母語で読みながら語彙バリエーシ

ョンを多くすることが非常に重要である。 

 

______________________________ 

注． 

1本研究ではオランダ語、フランス語母語話者 

2「低俗」と「（内容が）乏しい」、及び「利点」と「生かして」は一緒に理解できた被験者が多く、分けて考

察することが不可能であったため一緒に扱った。 
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読解テクストを読む際の区切りに関する考察 

 

 

ルメトル真紀子 

 

 

1 目的 

 

1.1 B1 レベルの読解能力 

 CEFR の「包括的な読解」（吉島・大橋 訳編 2004:73）のグリッドを見てみると B1 は「簡潔な

事実関係のテクストで、自分の専門分野や興味の範囲内のものは、充分に主題を理解できる」。ま

た「情報や議論を読むこと」（吉島・大橋 訳編 2004:74）のグリッドでは「主張のはっきりした論

説的テクストの主要な結論を把握できる。必ずしも詳しくはなくとも、提示された問題への対応に

関する議論の筋道が分かる。身近な話題についての簡単な新聞記事から重要点を取りだすことがで

きる。」とある。A2 レベルでは「手紙、パンフレット、新聞の短い事件記事のような、簡単なテク

ストの中から特定の情報を取り出すことができる」となっている。つまり、B1 は学習者の日常生

活につながりのある内容で簡単な新聞記事レベルのテクストを読み、情報を取り出すだけでなくテ

クストの要点が充分わかるレベルだと理解した。 

 

1.2 目的 

 今回行った読解のプロトコル実験では被験者たちはテクストを声に出して読みながら、翻訳した

り、わかったことを言ったりしている。プロトコルを観察するとそのテクストの「音読」の部分と

コメントや訳の部分の交替が頻繁に行われる場合とそうでない場合があることに気づいた。読みを

区切る理由とパターンが存在するのだろうか。B13 レベルと判定された学習者の読み方を区切る箇

所に注目して観察することで、読解のキーポイントがみつかるのだろうか。学習者の読み方の特徴

がみつかれば、読解指導のポイントへつながっていくのではないかという動機から、テクストを読

む時の切る箇所と長さに着目した。 

 

2 分析と考察 

2.1 方法 

 読解テクスト『日本人の大人と漫画』を読み、B1 レベルと判定された学習者、ルーヴァン側 6

名（L1 から L6）とグルノーブル側 7 名（G1 から G7）の合計プロトコル 13 本を観察した。まず、

区切る理由とパターンを探すため、13 名全員のプロトコルを使い、学習者が音読を区切り、翻訳又

はコメントした箇所を、一文ごと表１から表 7 にまとめ考察し、次に、各学習者が読み直した文の

数を表 8 に、一文読み通した文の番号と学習者名を表 9 にまとめ考察する。この際、全体の区切る

傾向を効率的に把握するため、また、難しかったとされる第 4 段落と第 5 段落（櫻井原稿 参照）

だと、被験者全体の傾向がつかめない恐れがあったため、被験者全員が割とよく理解できた箇所、

つまり題から 2 段落目終わりの本文 6 行目までのプロトコルを利用した。最後に、よく読めるとさ

れた学習者の読み方から読解のキーポイントを探るため、理解度が高かった被験者 3 名（櫻井原稿 
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参照）に絞り、一番難しかったとされる第 4 段落を一文ごと表 10 から表 13 にまとめ考察する。「え

ー」「うーん」「あー」のような感動詞は区切りに入れなかった。 

 

2.2 結果と考察 

2.2.1 区切る理由と場所 

学習者が音読の過程で、区切った箇所を表 1 から表 7 にまとめた。学習者がテクストを読む際、気

分的または偶発的に区切っているかもしれないとの不安要素があったが、考察した結果そのような

ことは観察されなかった。区切る場所は、語彙や文法と関係が見られ、説明のつく箇所で切ってい

た。文の途中で区切る理由としては、意味の確認や訳をするため、文の構造を確認するため、漢字

が読めないため、と主に 3 つの理由が観察された。区切る場所としては、漢字が読めない時以外、

文節で区切り、文節や語彙の途中で区切ることはみられなかった。読めない漢字に遭遇した際は、

その漢字の直前や視界に入ったと思われる時に区切っていた。つまり、B1 と判定された学習者は、

たとえ漢字が読めず文の意味が正確に分からなくても、少なくとも文節がどこかと言うことを把握

していたと言える。 

 

表 1 題 

題 日本人の/ 大人と漫画/（最後まで読み通した

学習者のみ） 

学習者と区切った所 L3 G1,G2,G3,G4,G5,G7,L1,L4,L5 

  

 G6、L2、L6 は題で区切らず本文 1 文目まで読み通していて題は訳していない。L3 は「大人」の

意味は分かっているが、読み方が分からず「大人」の前で区切り「この言葉いつもどう発音するか

問題なんだ、でも意味は大人だ」（L3 資料 3 4-5）とコメントをしている。音読をしているため

読めない漢字の前で止まるのは当然である。G4 は「大人」を「だいじん」、L1 は題「おとにん」と

読み意味を理解していなかったが「大人」の前で区切っていない。G4 は 15 行目で「大人」の意味

と読み方に気付き最初から読み直したが、音読せず直接訳に入っている箇所が多いため最初の資料

のみを使用した（G4 資料 10 139-144、152 以降）。L3 より、読み方が分からないことは区切りに

影響する。また、L1 とG4 より意味が分からないことは音読に影響がないように見えるが、ここで

は題で短かったためとも考えられる。 

 

表 2 本文 1 文目 

本文 1  「どうして日本で

は、子どもだけで

なくて/ 

大人たち/ も漫画を読んでいるの

か。」/ 

と言う外国人の声

を耳にすることが

よくある。/ 

学習者と区切った

所 

L3 L1 G2,G3,G5,G7,L3,L4,L5 G1,G4,G6,L2 

  

 L3 は「大人」の読み方が分からないが、以降「おと」と読み通り過ぎることにした。「簡単にす

るのにこれを音のように読もう」（L3 資料 3 11-12）とコメントが入ったため「大人」の前で区

切れたが、その後「大人」が現れても止まっていない。L1 は題で「大人」を「おとにん」と発音し

たが読み方に自信がなかったため 2 回目に現れた 1 文目で止まり「それが音人だといいなあ。そう
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読もうか、じゃ」（L1 資料 1 5-6）、とコメントした。その後「おとにん」と読むことに決めたた

め、その後何度も出てくる「大人」の所で L1 も以降止まっていない。たとえ正確でなくても読み

方が決まれば区切りに影響しないことがL1、L3、G4 より観察された。 

 

表 3 本文 2 文目 

本文 2  確 か

に、/ 

電 車

の中/ 

で/ 漫画

/ 

雑誌に/ 夢 中 に

な っ て

いる/ 

大 人 を

見 る の

は、/ 

珍しいことでない。/ 

学 習 者

と 区 切

った所 

G1,G

2-2,G

3 

G2 G4 G2-1

,2 

L1,L2-2,L

4,L6 

L2-2 G2-2,L1,

L4,L6 

G5,G6,G7,L3,L5 

 

 2 文目では、漢字の読み方が分からない時と意味や読み方の確認をする時、その語彙の前で区切

ることが観察された。特に「夢中」「珍しい」の読み方と意味が難しかったようだ（G2-1 はG2 が 1

回目に、G2-2 は 2 回目に読んだ時に区切ったという意味）。 

 

表 4 本文 3 文目 

本文 3 特に、/ 20 代、/ 30 代/ の大人たち/ が多いようだ。/ 

学習者と区

切った所 

G3,L3-2 L3-2 L3-2 L4-2 G1,G2,G5,G7,L2,L3-1,L4-1,L5 

 

 G6 と L6 は本文 3 文目で切らず次の 4 文目まで読み続けた。本文 3 文目の途中で止まったのは

G3、L3、L4 の 3 名のみで、区切った箇所は全て訳のためだった。最後まで読み通した L3-1 以外の

学習者は最後にまとめて訳していた。G3、L3、L4 はB11 レベルと判定された 4 名中の 3 名であっ

た。訳す単位が細かさと判定レベルB11 とB12、B13 の関係も無視できない。 

 

表 5 本文 4 文目 

本文 4 彼 ら

は、/ 

なぜ、

大人に

なって

も/ 

漫画を読

んでいる

のか、/ 

そ

し

て、

彼

ら/ 

が読んでい

る漫画とは/ 

どんなもの

なのか、/ 

考えてみたい。/ 

学習者と

区切った

所 

L4-1 L2-2 L4-3 L4-

1 

G3-2 G2-2,L4-2 G1,G2-1,G4,G5,G6,G7,L1,L2

-1L3,L5,L6 

  

 本文 3、4 文目を通して読んだ後、G6 はまとめて訳をし、L6 は文章の構成についてコメントをし、

訳はせずに 5 文目の読みに入った。途中で区切ったのは L2-2、L4、G2-2、G3-2 の 4 名で、文の意

味や構成を確認しながら読んでいた。本文 4 文目では、単語レベルではなく、まとまりごとに意味

や構成について確認している為に文の途中で区切っていたことがみられた。 
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表 6 本文 5 文目 

本文 5 まず、/ 漫画は、駅

で買って/ 

電車の中

で/ 

まま/ 読めるという便利さがある。/ 

学習者と

区切った

所 

G2-1,L3-1,L5,L6 L3-2 L4 G2-2 G1,G4,G5,G6,G7,L1,L2 

  

 文頭の「まず、」の後で切っている G2-1、L3-1 は「まず」の訳をし、L5、L6 は文法の説明をし

ていた。L3-2 と G2-2 は途中までしか音読していないが本文 5 文全体の訳をするために区切った。

L3 とG2 より、声に出して読む箇所と目で追い考えている箇所は必ずしも同じではないということ

が分かった。 

表 7 本文 6 文目 

本文 6 簡

単

/ 

に

手

に

/ 

入

れ

ら

れ

て

/ 

簡単に読

むことが

できるの

で、/ 

毎日仕事で忙

しい人たちに

とっては、/ 

最も/ 手

/ 

軽

/ 

な

リ

ラ

ッ

ク

ス

/ 

の

/ 

手/ 段

/ 

だと

言え

るだ

ろ

う。/ 

学習者と

区切った

所 

G

2-

2 

L3

-1 

G

2-

1,

G

5-

2 

G1,G2-2,

G5-3,G7,

L1,L2,L4-

2,L6 

G3-1,G5-3,L4-

1,L6 

G1,L1,L2,L4

-1,L5,L6 

G

2-

1 

G

3-

1 

G

5-

3 

G

4-

1 

G2-1

,G7 

L

2 

G5-1

,G6 

  

 6文目を最後まで読み通したのはG5-1とG6の 2ケースのみだった。G5はまず一回通して読み、

区切り文の意味を確認しながら 4 回読んでいる。1 回目に「手軽な」の読みを少し探しているがそ

れほど気にせずに読み通していた。G6 も「手軽な」の読みに一瞬迷いが見られるが意味分かって

いる為「しゅうけいな」と読み特に気にせず最後まで読み通していて意味もとれている。本文 6 文

目は複文で長いため、従属節で一旦切り文の構成や意味を確認するパターン多く見られた。G3-1

において概要は理解していると自覚している「文の意味はだいたいわかる、大丈夫」（G3 資料 9 

49-51）という発言がみられた。また、全体では「最も」「手軽な」「手段」の漢字の読み方が分から

ないため、その前後や途中で切るパターンが見られた。1 文目から 5 文目までで、読点のある同じ

個所で多くの人が区切る傾向が見られなかったが、6 文目の「簡単に読むことができるので、」の後

で 13 名中 8 名が区切り訳やコメントを入れていた。 

 

2.2.2 文の読み直し・読み通し 

 読み直した文と学習者が判定されていたレベルを表8にまとめた。B11と判定されたG3,G4,L3,L4

の間でも繰り返して読んだ文が 1 文から 5 文と差があった。また、B12 と判定された G2 でも繰り

返して読んだ文が 4 文あり、学習者が判定されたレベルと読み直した文の数との間に明確な関係は
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見られなかった。繰り返した人数と文に関して、一番繰り返した人数が 6 名と多かった 6 文目は、

複文で長いため他の文と比べて読み直す必要があった、つまり理解するのに何度も読む必要があっ

たと思われる。 

表 8 読み直した文と学習者の判定レベル 

 判定レ

ベル 

題 1 文目 2 文目 3 文目 4 文目 5 文目 6 文目 合計/文 

G1 B12        0 

G2 B12   ✓(2回)  ✓(2回) ✓ (2回) ✓(2回) 4 文 

G3 B11  ✓(3回)   ✓(2回)  ✓ (2回) 3 文 

G4 B11       ✓ (2回) 1 文 

G5 B13       ✓ (4回) 1 文 

G6 B13        0 

G7 B12+        0 

L1 B12        0 

L2 B12   ✓(3回)  ✓(2回)   2 文 

L3 B11  ✓(2回) ✓(2回) ✓(2回)  ✓(2回) ✓(2回) 5 文 

L4 B11   ✓(2回) ✓(2回) ✓(3回)  ✓(2回) 4 文 

L5 B13        0 

L6 B12+        0 

合計/人  0 2 人 4 人 2 人 4 人 2 人 6 人  

  

 次に、1 文最後まで読み通した学習者と文の番号を表 9 にまとめた。学習者によって読み通す文

の数に大きく違いが見られた 

 

表 9 1 文最後まで読み通した学習者と本文の番号 

 判 定 レ

ベル 

題 1 文目 2 文目 3 文目 4 文目 5 文目 6 文目 合計/文 

G1 B12 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  5 

G2 B12 ✓   ✓ ✓   3 

G3 B11 ✓       1 

G4 B11 ✓ ✓   ✓   3 

G5 B13 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

G6 B13 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 6 

G7 B12+ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  5 

L1 B12 ✓    ✓ ✓  3 

L2 B12 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  5 

L3 B11   ✓ ✓ ✓   3 

L4 B11 ✓   ✓    2 

L5 B13 ✓  ✓ ✓ ✓   4 

L6 B12+ ✓    ✓   2 
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 B11 と判定された被験者は読み通している文の数が少なく G3 は 1 文、G4 は 3 文、L3 は 3 文、

L4 は 2 文だった。それに対しB13 と判定されたG5、G6、L5 はそれぞれ 6 文、6 文、4 文と読み通

している文の数が多く判定レベルと読み通した文の数に関係が見られた（櫻井原稿 参照）。なか

でも一番多く 6 文読み通したG5、G6 の特徴をあげると、G5 とG6 は 1 度声に出して読み、文の読

み直しはG5 の本文 6 文目以外一度もみられなかった。また、読み方が確かでない語に出会った時、

G5は色々な読み方を試し読み進み、G6はまず読み切ってからコメントする傾向が見られた。一方、

一文最後まで読み通した回数が 1 回で題名のみと一番少なかった G3 は、文の一部のみ発音し、あ

まり声を出して読んでいなかった。語彙が分からず全体の理解が難しかったようだ。G3 のように

音読せずに黙読に近い形で読んでいた学習者もいるが、黙読は意味解釈に集中できる（岡崎・岡崎 

2001）という黙読の特徴が学習者のテクストの読み方に影響を与えていたのではないか。また、複

数の文を続けて音読するパターンがあまり見られなかった。 

 

2.2.3 B13 と判定された被験者と第 4 段落 

 B13 と判定された被験者 3 名（G5、G6、L5）は、第 3 段落までは１文通して読む傾向があった

が、一番難しかった（櫻井原稿 表 2）第 4 段落でも同じような読み方をするのだろうか。そこで、

この段落の区切った箇所を一文ごとに表 10 から表 12 にまとめた。 

 

表 10 本文 10 文目 

本文 10 そして、読者をひきつけ

るために一番大切な、/ 

内容の面/ 白さと言う点も、忘れる

ことはできない。/ 

学習者と区切った所 G5-2 L5-1 G5-1, G6, L5-2 

  

 L5 は 1 回目（L5-1）に「面白さ」の読み方を忘れたため「面」の後で区切ったが、読み方を思い

出したので 2 回目（L5-2）は通して読んでいる。G5-2 は「いちばん大切な、」以降音読はしていな

い。G6 も言い直しが途中 1 回あったものの読み通していた。つまり、10 文目でも 3 名とも一度最

後まで通して読んでから意味や構成の確認を行っていて、L5-1 が漢字で区切った以外止まっていな

い。 

 

表 11 本文 11 文目 

本文 11 漫画をあま

り読まない

人たちの中

には、/ 

漫画は/ 低俗だとか、

内容が/ 

乏しい/ と思って

いる人も

いる/ 

が、実際は必

ずしもそう/ 

とは言え

ない。/ 

学 習 者

と 区 切

った所 

G5-1 G5-1,L5-

1 

G5-2 L5-1 G6-2 L5-1 G5-3,G6-1 

  

 本文 11 文目では漢字「低俗」「乏しい」の読み方のため G5,L5 ともに止まっている。G6 は「低

俗」「乏しい」が読めなかったが「まんがは、えーなになに ていな、だとか、えーないようがな

になに、しいと思っている人もいるが、」（G6 資料 12 58）、と読み方が分からない漢字を「なに

なに」で代用し読み通して止まっていない。G6 は読めない漢字で流れを止めるよりも、一文読み
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通すことを優先していることが観察された。 

 

表 12 本文 12 文目 

本文 12 話 の

内 容

に/ 

作/ 者の/ 思/ 想

/ 

が/ 反映/ さ れ

て い

る/ 

作品/ や、/ テーマ

や背景/ 

が注意深

く/ 

学習者

と区切

った所 

G6-3 L5-

1 

G6-1,

G6-2 

L5-1,

L5-3,

L5-4 

L5

-2 

G5-1 G5-2,

L5-1 

G5-3 L5-1 G5-6 G5-5 G5-6 

 

本文 12

（続き） 

調/ 査 さ れ

ていて、

読者/ 

の/ 知/ 的好/ 奇心/ を/ 満/ た す こ

と が で

き る 作

品 も 少

な く な

い。/ 

学習者

と区切

った所 

G5-1, 

G5-5, 

G5-6 

G5-6 G5-5 L5-1 G5-1,G6-1 G5-6 G6-3,L5-1 G5-1 G6 

  

 この文では 3 人の被験者たちも区切り、繰り返しが多かった。語彙が、区切る箇所、読み方に関

係することが 12 文目からも観察された。また、区切る箇所の多さや返し読みの多さと文の難しさ

に関わりがあることが 12 文目よりみられた。多くの文で、まず一回は読み通していた 3 名のうち

G5 と L4 は 12 文目では読み通しが見られなかった。G6 もなんとか一度読み通したが間が多く「ち

ょっと難しいな」（G6 資料 12 77-82）と述べている。この 12 文目以外、第 4 段落でもあまり繰

り返し読みがみられなかったが、12 文目ではG5 は 7 回、G6 は 3 回、L5 は 4 回繰り返していた。

一つの理由として読めない漢字が多かったことがあげられる。語彙で区切りすぎ文章が分からなく

なってしまったことが L5-1 の「なにについてか分からなくなってしまったのでもう一度読む」（L5 

資料 5 221-223）から観察された。語彙が文の区切りに影響することがここでもみられた。 

 

3 指導のポイント 

 

 今回の分析と考察により、B1 レベルと判定された学習者は、漢字が読めなかったとき以外、読

解中、必ず文節や語彙のまとまりで区切っていた。つまり、このレベルの学習者はすでに文節がど

こか、たとえ意識的でなくとも分かっていることが観察された。また、判定レベルがB13 と高かっ

た学習者も分からない語彙の多い文では区切ったり繰り返していることがわかった。語彙について

は、特に漢字がテクストを読み進めていくうえで大きく影響していることが分かった（ヴェルプラ

ンク原稿 参照）。「4 技能を用いた言語活動を行う際、その全てにおいて中核的な役割を果たすの

は文構造についての知識と語彙知識である」（寺内 2004）。語彙に関しては、手持ちの語彙を自覚

して増やしていくことと同時に、漢字の読み方、熟語だけでなく１字の漢字が表わす意味の確認を

することが読解を進めていくうえのみならず日本語を使ってコミュニケーションしていく上で必
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要と感じられた。文構造についての知識は、いろんなタイプの文が詰め込まれている新聞記事レベ

ルのテクストを読む機会を学習者が意識して増やし、文の構造を考えながら読むことで日本語の文

に慣れ親しんでいくと同時に、一般的な知識の増加にも役立っていくことと思う。読み通した文と

判定レベルの関係が観察され、わからない語彙や漢字があっても最後まで読み通すことが理解に近

づく一歩であるといえるのではないだろうか。 
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B1レベル学習者の読解における情意ストラテジーの考察 

 

永田道子 

1 研究の目的 

 

 読解の授業で学習者の様子を観察していて、学習者が漢字や語彙の困難さに不安を覚えながら読

んでいる姿が印象に残っている。辞書なしでは読み進められず、分からない語彙が続くとあきらめ

る学習者、または何とか最後まで読み進めようとする学習者、その違いは何に起因するのだろうか。

CEFR（吉島・大橋訳編 2004）では、7 章で学習者の能力と性格について言及しているが、学習者

の能力差と結びつく要因の一つとして、情意的要因を挙げている。課題が成功しやすくなる要素と

して、学習者の自尊心を挙げ、自己イメージが肯定的で、自己抑制もなければ、課題を行う際充分

自信を持ち、読解の場合であれば理解しづらいところがあってもそのまま読み進める事ができるだ

ろうと説明している。（前掲書：175） 

 この研究の目的の一つは、B1 の学習者はどのような心理状態で日本語文献をよんでいるのか、

どのような情意ストラテジーを使って困難点を乗り越えようとしているかを知る事である。情意ス

トラテジーを観察する事によって、学習者の情意ストラテジーを知識として認識すること、それが

学習者の読解過程での情意コントロールの助けになるのではないかと考えるからである。そして学

習者がどう情意ストラテジーを使っているかを観察することにより、自立した読み手となれるよう

支援する指導のありかたを探ることが、この研究の最終目的である。 

 

1.1 考察の方法 

 学習者が困難点をどういう情意ストラテジーを使って乗り越えようとしているかを観察するた

めに、学習者が読解教材「日本人の大人と漫画」を読む過程で「わからない」「難しい」などと困

難さを表明している箇所に注目した。そして、その困難点をどういう情意ストラテジーを使って切

り抜けようとしているかを観察する。ジェスチャーや表情を含めて情意表出を観察するためにビデ

オコーパスを、またより詳細な学習者の発話を観察するために、発話思考法で収集したプロトコル

を分析データとする。 

 O'Malley, J. M. & Chamot A.U. (1990)は、社会的・情意的ストラテジーの一部として自己対話

(Self-talk)と自己強化(Self-reinforcement)を挙げている。自己対話(Self-talk)は、タスクがうまく行って

いることを自己に確認させるために精神面でのコントロールをし不安の軽減を図るストラテジー

であり、自己強化(Self-reinforcement)は、タスクがうまく行ったときには、自分を称賛するなどして、

自己の習得に対する動機を高めるストラテジーであると説明している。これらのストラテジー分類

を参照に、学習者がどのような情意ストラテジーを使って、不安をコントロールし、困難点を乗り

越え理解に導こうとするのか、その過程を考察ポイントとして分析を進めたい。 

 

2 社会的情意的ストラテジーの考察 

 

2.1 いらだち 

 「いらだち」という一見否定的に思われる情意表現であるが、学習者は「いらだち」を表出した
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後、様々なストラテジーを展開させ、困難を乗り越えようとしている。G5 の場合は、わからない

漢字があり、「putain（ああもう）」（G5 資料 11 105）といらだちとも嘆きともとれる感情を吐露

しているが、その後困難点を認識し、次に理解できたことに視点を移し、もう一度困難点を今度は

文法知識を使うという他のストラテジーに切りかえて読み進めている。 

＜例 1＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 G5 4)L4 

ちゅうい、ふかく、ちょうーhuuu c’est quoi ces kanji-là （うわ、この漢字なん

だ）、ちょーうし、ちょう、ちょうあんされていて、ちょう、どくしゃの、

ちてき putain（ああもう） 

いらだち 

  4)L4 どくしゃの、わあ c’est compliqué ça（複雑だな） 困難点の認識 

  4)L4L5 

すくな、すくなくない donc on ne peut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup de de… 

mince alors, ah bon qu’est-ce que je comprends maintenant （つまり、あまりたく

さんの、あー、あ、もう、なにかがあるとは言えない。あ、何がわかるかな） 

ST の転換 

⇒理解できたこ

とに注目 

  4)L3L4 
donc le contenu de l’histoire （つまり話の内容）,  に donc c’est un passif encore 

（それから、また受身形だ） 

⇒3行目から読

み返す 

 

 G7 の学生は（資料 13 38-39）、「 je connais ce kanji mais ça m’énerve（この漢字知ってるんだけど、

イラつくな）」といらだちを見せているが、同時にメモをとるというストラテジーも使っている。

その後文法知識を使い、何が分からないのかを明確にしようとしている。また、自身の読解の過程

を振り返り「もっとスピード上げよう」（G7 資料 13 49-53）とモニタリングしている。 

＜例 2＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 G7 2)L2 
もっとも  て…な りらっくすのて, je connais ce kanji mais ça m’énerve（この

漢字知ってるんだけど、イラつくな） 

いらだち 

⇒メモをとる 

  2)L2 

だといえるだろう nous pouvons donc dire que c’est certainement pour les,  ces 

adultes-là quand ils vont au travail un moyen de se relaxer même ce kanji me…je ne 

comprends pas l’adjectif …qui qualifie りらっくす（だから われわれはこうい

えるだろう、つまり確かに この大人たちにとって、仕事に行くとき、リラ

ックスする手段だといえるだろう、この漢字が「リラックス」を 修飾して

いる形容詞がわからない） 

ST の転換 

⇒文法知識の利

用 

  2)L2 
mais je ne sais pas l’adjectif on a donc je ne connais pas de sens（でもこの「な形容

詞」がわからない、だから意味がわからない） 

困難点の再認識 

  2)L1 

じだけのほんにくらべて ない…がとてもわかりやすい donc le contenu 

contenu est facile à comprendre parce qu’il y a des images il y a des images  et pas 

seulement du texte, donc c’est facile à lire pas seulement le texte j’accélère un peu

（つまり、内容、内容がわかりやすい、なぜなら絵がある、絵があるから、

そしてテキストだけじゃないから、テキストだけのより簡単だ、もっとスピ

ード上げよう）  

ST の転換 

⇒読解スピード

の調節 
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 同じくG7 の学生であるが、漢字の読みに苦労して「non ah putain j’ai vraiment du mal（いや、あぁ

ーもう！だめだな）」（G7 資料 13 70）といらだち、また「qu’est ce que je raconte（何言ってんだ）」

（G7 資料 13 85）と自嘲しながら読んでいるが、「もう漢字のことは考えない、直接意味を見る

ことにする」（G7 資料 13 90-91）と困難点から新たな読解の進め方を導き出している。 

＜例 3＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 G7 3)L3 
この,りてんを いかして 会社 や euh non（ええと、いや） かい, non ah 

putain j’ai vraiment du mal（いや、あぁーもう！だめだな） 

いらだち 

  3)L3 

しょくひん＜笑い＞  しなもの qu’est ce que je raconte ＜笑い＞  c’est, ah là 

là !  c’est le produit donc les produit…euh le mode d’emploi du certain produit 

manufacturé je pense さん ah làlà, je sais plus les … c’est fou（しなもの、何言っ

てんだ、あぁー、だから、うーん、それは製品、つまり製品、ええと、ある

製品、製造された、ということだと思うけど、さん、あー何なんだ！）. 

笑い 

いらだち 

  4)L1 

そして euh le lecteur  je ne pense même plus aux kanji, je vois directement le sens. 

euh en en français dans ma tête je ne pense pas du tout à euh  よむ 読む人 そ

（ええと 読者は、もう漢字のことは考えない、直接意味を見ることにする、

ええと、頭の中でフランス語で、もう考えるのはやめる。） 

ST の転換 

⇒モニタリング 

⇒新しい読解法

への気づき 

 

 G5 と G7 に共通している点は、「いらだち」の表出が困難点を認識し、それに対応するために、

文法知識を利用したり、自身の読解の方法を振り返って新しい読み方に切りかえたりするなど、

様々なストラテジーへ転換する分岐点になっているいる事である。CEFR では、情意的要因につい

て自己イメージが肯定的で、自己抑制もなけば、理解しづらいところをそのまま読み進めると説明

しているが、B1.1 と判定された学生は、困難点で「いらだち」や「あせり」を見せるとき、G3（B1.1）

「また ah là aussi ça m’emmerde（あーここも、これ嫌だ）」（資料 9 110）G4（B1.1）「Ah, merde！ J’ai 

oublié…chite ! （ああ、やだ！忘れちゃった…ああ、もう！）C’est pas grave…c’est pasgrave（ああ、

やだ！忘れちゃった…ああ、もう！）」（資料 10 56-58）といらだちを表出させたあと、そのまま

読み進めようとするが、G5（B1.3）や G7（B1.2-1.3）のように B1.2 に達していると判定された学

習者は、理解できない事にとらわれず読み進めるだけでなく、「いらだち」の表出を契機にして、

多様なストラテジーを展開して困難点を乗り越え、理解へ導こうとするという特徴があるといえる。 

. 

2.2 笑い、ジョーク 

 G4 は漢字が理解できた自身を褒めるためだろうか「merci la leçon de kanji （漢字の授業に感謝だ）

＜笑い＞」（資料 10 108-109）とジョークとも取れる表現を使っている。それから、分からない漢

字があるという困難点の認識にはじまり、わかる事への注意の転換、文法知識の利用など多様なス

トラテジーを使って読み進めていく。次の段落では、「子供」という語彙から今まで「大人」を「だ

いじん」と解釈していたが、それが「おとな」を意味することに気づいている。笑いやジョークは、

O'Malley, J. M. & Chamot A.U. (1990)のいう、不安を軽減するための精神的コントロールである自己

対話であり、G4 の場合はジョークで自身のタスクへのモチベーションを鼓舞するという自己強化

のストラテジーが観察される。 

 



 

61 

 

＜例 1＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 G4 4)L3L4 
はんえい、はんえいAh, refléter, refléter, attends, merci la leçon de kanji （あ、

refléter, refléter, ああ、漢字の授業に感謝だ）＜笑い＞ 

笑い、ジョーク 

  4)L4 
しん, non しん je sais plus et les kanji après, je ne connais pas（もう、わからない。

その後の漢字は知らないし） 

困難点の認識 

  4)L4 

が reflé…さくひんや、てーま や…ん、せん……が… Ha ! (rire) j’ai lu せな

か, mais c’est pas du tout ça... Nooon, c’est pas ça. （は ＜笑い＞ 背中って読ん

だけど、全然違う …ううーん、そうじゃない）Je crois que…ou~i （たぶん

…うーんと）ちゅうい、ちゅうい、ちゅうい、りょく？…… Ah……alors là 

je comprends le sens vite fait, mais avec les kanji, laisse tomber.（あ…ここはおおま

かな意味はわかるけど、漢字があるから飛ばそう） 

気づき 

ST の転換 

⇒わかる事に注

目 

⇒読み方の変更 

  4)L5L6 

しゅったい ça fait bizarre en plus.（それに変だし） Il y a un petit « tsu » juste 

après, donc c’est un verbe, mais しゅっかん non, ça m’étonnerai…Ah je je sais 

pas. （ちいさい｢っ｣があるから、これは動詞だけど、しゅっかん、ちがう、

そんなはずない…ああ、わからない）ときとおなじように… ah ! ça, je 

connaissais, ce mot, je le connaissais mm ah…（あ！これは知ってる、この語は

知ってる。ん、あ…） 

ST の転換 

⇒文法知識の利

用 

 4)L1 

そして、かれらが…Ah, mais non !!! （ああ、違う！！！）Je dis だいじん tout 

le long, mais c’est pas だいじん、c’est おとな, c’est adulte !（私、ずっと｢だい

じん｣ って言ってたけど、｢だいじん｣じゃなくて｢おとな｣、adulte のこと

だ！）oh là là…c’est おとな d’accord. （あーあ…おとな、そうか）Mais oui ! je 

me...おとな et moi, depuis tout à l’heure だいじんの ce’st pas ça, c’est おとな

OK. （ああ、そうだった！おとな、なのに、私はさっきからずっと だいじ

んって。そうじゃない。おとな、だ。OK）Heureusement en fait en fait quand on 

parle de こども（運良く子供のことが話題になったときに）ok おとな…donc

（だから） おとなになった…  

気づき 

⇒関連語からの

連想 

 

 L1 は、教師が再入室した場面で、教師に「30 分って速いんですね」（資料 1 210）と語りかけ、

教師の笑いを誘っている。笑いによって場が和んだのを感じたのか、「OK」（資料 1 210-211）と

いって教師の存在にもあまり焦る様子なくテキストの最後まで読んでいく。O'Malley, J. M. & 

Chamot A.U. (1990)は社会的・情意的ストラテジーの一項目として分類した社会的ストラテジーにつ

いて、自分の理解をより明確にするために分からないところを「質問する（questioning for 

clarification）」、問題解決のために仲間と一緒に作業して情報を収集したりするなどの「協力

（cooperation）」であると説明している。L1 の学生は、教師に語りかけ笑わせるという社会的スト

ラテジーを使って、場を和ませ不安を軽減させるという情意ストラテジーの使用に成功している。 
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＜例 2＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 L1 4)L4 
＜教師が入ってくる＞ 

Een half uur is snel om. （30分って速いんですね） 

笑い、ジョーク 

社会的 ST 

  Euh… ok ja volgende zin.（OK次の文。） ⇒読み進める 

 

 L2 はわからない箇所や、漢字の読みが不確かな時に「ふふ」と自嘲気味に笑っている。わからな

いという不安を解消するための感情の表出なのか、笑いが L2 にとって困難点を認識するというマ

ーカーとなっている。笑いに続いて、後に読み返す点を認識したり、メモをとったりという多様な

ストラテジーを展開している。また、漢字全体がわからないと読解上の問題点を指摘しながら、ス

キーマを使って自身の解釈を加えるというストラテジーを用いて、わからない箇所を理解しようと

している。 

＜例 3＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 L2 3)L3 

euh（えっと）りてん？,’k denk da ‘t de り is van べんり en dan deてん van 

punt, てん, dus een handig punt?（りは便利のりだと思う そして点のてん、て

ん、 だから便利な点かなあ） ‘k Weet het ni zo goed（よくわからない）＜

笑い＞ 

笑い 

困難点の認識 

  3)L3 

euh, （えっと）を...ja, de kanji van せい, hu ＜笑い＞ ofうまれる, dus , euh, 

eventjes, daar kom ik nog op terug,（うん、せいの漢字、または生まれる、だか

らえっと、ちょっと待って、ここにまた後で戻ろう）＜メモを書きながら＞

Euh, dus, de laatste tijd, （えっと、だから最近）＜メモ終わり＞ 

ST の転換 

⇒後で読み返す 

⇒メモ 

  3)L3L4 

de laatste tijd deze handigheid is opgekomen en in bedrijven en hm hmの, ... ah, dat 

het dus ook vaak in bijvoorbeeld, ‘k neem aan zo powerpointpresentaties en al da 

soort dingen en vergaderingen bij bedrijven dat ook vaak euh dingen in mangastijl 

worden voorgebracht voor de mensen omdat het dan gemakkelijker te begrijpen is. 

Dus ik weet eigenlijk niet de complete kanji maar ik denk wel dat ze dat ermee 

bedoelen. （えっと、つまり、最近、この便利さが現れてきてそして会社の中

で そして何々の、…ああ、だからよく例えば、私はパワーポイントのよう

なものとか、そして会社の会議でも人々に漫画スタイルのものがよく作られ

ている、なぜなら、人々に理解しやすくなるから。だから私は実は漢字全体

がよくわからないけど、わたしはこれが意味するところだと思う。）＜メモ

を書きながら＞ 

困難点の認識 

ST の転換 

⇒解釈を加える 

⇒メモ 

 

2.3 日本語での自己対話と自己強化 

 G2 は、作品という漢字が理解できたことを「ええ、もちろん、もちろん」（資料 8 255-256）と

日本語で喜びを表現し、称賛することで自己を鼓舞しているようだ。G5（資料 11 133）と L6（資

料 6 137）はうまく理解できたことの確認を日本語で自己対話し、精神的なコントロールを図って

いる。G2, G5, L5 ともB1.3 と判定された学生であるが、レベルが高い学生になると、日本語での自
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己対話を不安の軽減や自己強化のストラテジーとして使っていることが観察された。 

＜例 1＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 G2 4)L4L5 
あ！さくひん！ah ! depuis tout à l’heure（ああ！さっきからずっと）さくひん  

ええ、もちろん、もちろん、 

自己称賛 

 

＜例 2＞ 

 G5 4)L5 donc （つまり） さくひんもおおい、ってこと かな  問い、確認 

 

＜例 3＞ 

L5 4)L1 ah おもしろさ! ...ですよね。 問い、確認 

 

2.4 テスト不安 

 O'Malley, J. M. & Chamot A.U. (1990)は情意ストラテジーの自己対話を不安を軽減するための精神

コントロールであると説明しているが、学習者はどのような点に不安を感じているのだろうか。L2

の学生は、「文法的な質問はあまりたくさんされないといいなあ。」（資料 2 286）と自分が教師の

質問に十分に答えられないのではないかという不安を吐露している。同時に、「なぜなら私はもっ

とよく勉強しなくてはいけないから」（資料 2 287）と自身の学習をモニタリングするきっかけに

している。「えっと、今何時？」（資料 2 287）と時間を気にしているが、教師が入室し、内容に関

して話さなければならないという事も学習者にプレッシャーを与えているようだ。L2 は時間を確認

し、困難箇所を読み返すというストラテジーを用いて、不安を乗り越えタスクに取り組もうとして

いる。 

＜例 1＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 L2 4)L1 

… ja, hopelijk gaan er ni teveel grammaticale vragen gesteld worden want ik moet 

echt nog meer gaan studeren. Euhm ’s zien hoe laat het is,＜時計を見ながら＞ ja, 

eventjes misschien herlezen.（だからえっと文法的な質問はあまりたくさんされ

ないといいなあ。なぜなら私はもっとよく勉強しなくてはいけないから。え

っと、今何時？＜時計を見ながら＞はいもうちょっと多分読み返そう） 

テスト不安 

⇒モニター 

ST 転換 

⇒読み返す 

 

2.5 不安への対処が対照的な事例 

 日本語の文章を読む際に、学習者は不安にどのように対処しているのだろうか。B1 と判定され

た多くの学習者が比較的スムーズに読み進めていった前半の 1～3 段落の読解過程で、情意コント

ロールが対照的な学生G3 と L1 の二人を比較分析したい。G3 はタイトルから、「bon jusque-là ça va 

c'est pas trop difficile（ここまでは大丈夫そこまで難しくない）」（資料 9 10-11）と、大丈夫と自身

を励ましながら読み始める。次に「簡単だ」「難しいところはない」とテキストの難易度を評価し、

「何を言っているのかわかる」と理解できるということを多く表明している。 
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＜例 1＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 G3 
タイト

ル 

にほんじんのおとなとまんが  bon jusque-là ça va c'est pas trop difficile（ここま

では大丈夫そこまで難しくない） 

理解度＋難易度

の評価 

  1)L1 
là déjà une phrase sur la copie ça va c'est pas trop （ここですでに答案の上に一

文、大丈夫そんなに） 

 

  1)L3 ahめずらしいことではない la phrase est simple jusque là （文はここまで簡単） 
難易度の評価 

  1)L3 donc là pour l'instant ça va.（ここまでは大丈夫） 理解度の評価 

 1)L5 

donc  てみたい donc c’est ... pour l'instant la première partie j'ai pas eu trop de 

difficulté, on va essayer la suite（さて今のところは一段落目でそんなに難しいと

ころはないな、続きをよんでみよう） 

難易度の評価 

 2)L2 
まいにちしごとでいそがしいひとたちにとっては ... là ... Je vois de quoi ça 

parle（なにいってるのかわかる） 

理解度の評価 

わかる事に注目 

 2)L2 

On va dire là je peux pas lire ce kanji. （この漢字よめない）Il y a からだ mais les 

2 ensemble, je ne sais pas qu’est-ce que ça veut dire mais j'arrive à peu près fin le 

sens de la phrase ça va.（体の漢字がある、でも二つ一緒の意味はわからないけ

ど、文の意味はだいたいわかる、大丈夫） 

困難点の認識 

理解度の評価 

わかる事に注目 

 

 G3 とは対照的に L1 は、自身がわからない、できない点に注意を払っている。そして、何故わか

らないのか、どうやって理解しようとしているかについて語っている。倉八（1991）は、不安と外

国語学習について、中程度の不安を伴う場合には覚醒レベルが適度であり、人は課題に対して最高

の遂行行動を示すと説明している。G3 は不安度が高いのか、自分を励まし鼓舞する情意ストラテ

ジーを多用し、タスク遂行に最良な心理状態へ自身を導こうとしているようだ。一方 L1 は不安の

フィルターが低いのか、分からないという点に注目し困難点を乗り越えようとしている。 

 

＜例 2＞ 

 段落・行 プロトコル 
ストラテジー

（ST）観察 

 L1 1)L3 

…ja da weet ik ook niet. Het is alleszins niet de kanji voor はずかしい want die heb 

ik daarnet nog gezien.（はい、この漢字は読めない、ある形容詞、ことではな

い、ふん、しいことではない、はい、これはわからない。これはやっぱり恥

ずかしいの漢字じゃない、なぜならこれは私はさっきもう見たから。） 

困難点の認識 

理解できない理

由 

  2)L2 

euh….さいもう、ik heb geen idee wat de くんよみ is van さい… of ‘k kan er 

alleszins nu niet opkomen. （さいのくんよみが全くわからない。…または、今

ちょっと思い出せない） 

困難点の認識 

理解できない理

由 

  2)L3 

Nee die 2 kanji die ken ik niet allé  het is terug hand, maar die herken ik wel ergens 

van, die andere nie.＜笑い＞ Ik denk dat we die al eens bij luisteren hebben gezien 

maar ik ben er niet 100 procent zeker van. Maar… waarschijnlijk is het gewoon dat 

het iets dat, dat het praktisch is om, om te ontspannen,denk ik en dat wordt, allé dat 

困難点の認識 

ST 転換 

⇒既知情報の利

用 
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dat zeggen ze. （いやこの 2つの漢字がわからない。これはまた手だ。でもも

う一つのは見たことがあるけど、もう一つはわからない。私はちょっと聞く

練習で見たと思う、でも 100％確かじゃない。でもおそらくそれは何か、そ

れは便利ということ、ために、息抜きのために、そう言われて、えっとそう

言っている。 

  2)L3 
Ok wacht ik ga al iets opschrijven want anders.... （ちょっともう何か書いておこ

う、そうしないと…）＜メモを書きながら＞ 

ST 転換 

⇒メモ 

 3)L3 

Euh（えっと）…さい、さいきん ik twijfel altijd met de さい、woorden.（いつ

もさいの、言葉では迷う。） Ik vind het zo lastig om de laatste altijd te onthouden.

（私はいつも最後のを覚えるのがとても大変だ。） Ik denk dat het さいきん

is, ah ja recent alleszins. （私は最近は、ああはい、やっぱり最近だと思う。）

さいきんでは、この、えり？、えりてん？  Euhmてん is een punt,（えっと

点はある点、）り is van べん van べんり…（リはベンのベンリのだ） ja maar 

wat die alleen nu weer betekent dat weet ik eigenlijk al niet meer. Afin （はい、でも

それが何を意味するか実はもうわからない。じゃあ。） 

困難点の認識 

 

 

3 読解指導への示唆 

 

3.1 「わからない」を肯定的にとらえる 

 B1レベルの学習者の観察から、いらだちや焦りという一見不快と思われる心理状況にあっても、

それを問題点の気づきというモニタリングのきっかけにし、様々なストラテジーを使って理解へと

導きながら読み進めていることがわかった。このことから、「わからない」という事、またその時

に表出するいらだちや焦りは否定的にとらえることではなく、困難点を学習者自身が自覚するメタ

認知を働かせるきっかけとなる肯定すべき事象だと教師が認識し、学習者に示唆していくことが重

要であると言えるのではないだろうか。 

 

3.2 不安への気づき 

 観察した B1 レベルの学習者たちは、いらだちや笑いなど多様な情意ストラテジーを使って、不

安を軽減させ、自身を励ましながら感情をコントロールし日本語文献を読み進めている。つまり、

不安などの不快な状況を、自身の読解がうまくいくために適した状況になるよう心理的にコントロ

ールしながらタスクに対処している。この観察結果から、読解過程における不安やストレスへの気

づきの大切さが導き出せるのではないだろうか。自身がどのような不安を抱えて読んでいるのかを

意識化させ、自身の力が発揮できる状態とはどのような心理状況なのか、どうコントロールしたら

いいのかを考える機会を与える事が大事であるだろう。具体的には内省シートに情意面の気づきの

項目を付け加えるなどの方法が考えられる。 

 

3.3 学習者の感じるテスト不安に対して 

 前例の被験者（L2）は教師の質問に答えられるだろうかという不安を語っているが、教室環境に

おいて学習者は教師により評価される事に対して不安を感じている。教師は学習者が教室内で対面

している不安について注意を払うことが必要である。また、同被験者はテスト不安と同時に「もっ

と勉強しなくてはいけない」という学習目標を導き出している。このことから、テスト不安は学習
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者の習得に対するモニタリングのきっかけになるという事が言える。学習者に読解の困難点とその

対処法について考えさせる機会を設ける事が大切であろう。さらに学習者は限られた時間の中でタ

スクを遂行しなければならないというプレッシャーも感じていることが観察されたが、学習者自身

に読解のタスク遂行に必要な時間を考えさせるという事は、自身が設定した制限時間とタスク到達

度に関してモニタリングするきっかけとなる有効な手段となるのではないだろうか。 

 

3.4 学習者の内的要因への対処 

 不安への対応の仕方が学習者によって違う事が観察されたが、CEFR の 7 章で学習者の能力差の

要因として挙げられている自尊心、自己イメージへの肯定感、自己抑制のなさといった学習者の内

的要因に教師がどう介入するかは難しい問題である。しかしその困難さから教師が目をそらしてき

た要素であることを認識することが必要である。尹（2011）は、性格などの内的要因に比べて、学

習ストラテジーは外部からの働きかけによって学習者が新しく習得したり、改善したりできる要因

だと指摘している。この情意ストラテジーの研究で明らかになった、「わからない」ときに表出す

るいらだちや焦りが問題点のモニタリングのきっかけとなること、またできる所に注目することで

不安軽減を図ることなどについて、教師が注意を払い、学習者の内的要因を考慮しながら示唆して

いくことは、重要な学習支援の一つであると言えるだろう。 
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第三章 聴解活動の分析と考察１ 

モノローグテキスト 
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B1学習者はどうやって聴くのか 

― ストーリーが分かるには  ― 

 

東伴子 

 

 

1 はじめに  

 

  本稿は聴く受容活動を認知的な観点から、聴き手が構築していく能動的かつ複雑な過程である

（Anderson 1985; O’Malley & Chamot1995）と捉え、CEFR B1 前後の学習者がストーリー性のあるテ

クストに対し、どのような聴き方をし、どのように理解をしているのかを考察する。第二言語習得

の分野では「どのような聴き方をしているか」（聴解ストラテジー）と「どのように理解をしてい

るか」（聴解スキル）の相関関係について数多くの先行研究がなされ、その結果、適切なストラテ

ジー使用は聴解能力の向上に役立ち、聴解活動に成功する学習者は適切なストラテジーが使えると

いう仮説が広く認められている（Vandergrift 1998, O’Malley & Chamot 2002, 水田 1996、尹 2002、横

田 2004）。このことから「聴解ストラテジーは指導できる」という仮説も一般的になっている。本

稿では、これらの先行研究を踏まえ、その相関性を考察し、B1 として習得すべきストラテジーと

指導法について提言を行う。考察に先立ち、先行研究を概観し、データ収集のために行った「実験」

の聴解環境と聴解テクストをタスクとして定義し直す。 

 

2 理論的枠組‐先行研究 

 「聴く」と言う活動を遂行するには、複数の言語処理が必要であり、CEFRでは発話の知覚（音

声聴覚の技能）・言語のメッセージの認識（言語技能）・メッセージの理解（意味技能）・メッセー

ジの解釈（認知技能）の四つの技能の熟達が挙げられている（吉島・大橋2008 :95）。同様の観点か

ら、認知心理学者Anderson（1985）の提案する理解のための三つの心的プロセス‐知覚処理

（perceptual processing）、分析（parsing）、活用（utilization）‐は、聴解活動にも応用可能であると

され、言語習得のストラテジー研究に於ける理論的枠組となっている。O’Malley & Chamot

（1995 :142）は、聴解において使用されるさまざまなストラテジーは、この3つの言語処理過程と

関連があることを提示している（cf.4.1）。  

 ストラテジー使用と聴解能力の相関性に関しては数多くの先行研究が行われているが、中でも

O’Malley & Chamot は英語学習者対象に実験を行い、聴解に成功した学習者とそうでない学習者の

違いが認知・メタ認知ストラテジー使用の違いにあるという結果を提示した。またVandergrift（1996）

もフランス語学習者対象に行った実験で成功するリスナーは多くのメタ認知ストラテジーを駆使

していることを示している。また初級レベルと中級レベルの学習者は主に使用するストラテジーが

異なるという結果も示している。日本語では水田1996が講演聴き取りにおける問題解決のためのス

トラテジーの実験を行い、連鎖（複数のストラテジーの連鎖的使用）という概念を提示した。、こ

れらの研究は発話思考法によるプロトコル分析が多く使われているが、横山（2004）は、発話思考

法および回想法は、学習者の自己表出という恣意的なデータを拠り所とするという弱点はあるもの
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の、これまでブラック・ボックスの中の存在であった聴解過程に光を当てる画期的な方法であると

評価している。本稿ではB1 前後レベルの学習者に特化するが、その中でも聴き方のパターン化を

行うことにより、ストラテジー使用と聴き方・理解の仕方の特徴の相関性を探りたい。 

 

3 どんなタスクを与えたか‐B1 の聴解活動として  

  CEFR では聞く受容活動に関して、学習者がどのようなタイプのインプットをどのような目的

でどのような聴きかたをしたらよいのかをCEFR 利用者が考慮することを推奨している（吉島・大

橋 2008 :72）。このように受容活動においてはインプットのタイプや実施方法が聴解スキルに大きく

関わってくるため、今回実験で行った聴解活動をタスクという視点から定義し直すことにする。 

 

3.1 使用した音声素材  

 ｢名前のない手紙｣という音声教材を使用した。音声的特性は、長さが 2 分 08 秒（タイトルつき）

読む速度は約 8,0（拍／秒）標準語で男性の声で明瞭に読まれている。ニュースの平均速度 9,5（拍

／秒）（杉藤 1996）という数字と比べると若干ゆっくり読まれている。テーマは日常的なレベルで

あり、キーワードは「バイクのヘルメット」、「盗む」、「警察」、「お詫び」など公共サービスを含ん

だ日常生活に関連したものである。新聞に掲載された記事を読み上げているような体裁であるが、

ジャンルとしてはニュースではなく「少年の改心」というメッセージを暗示した道徳的なコラム的

なものである。テキスト構成に関しては、複数の視点（小説の地の部分のような話法で主人公の推

測、気持ちをナレーターが語っている、手紙は書き手の語りになっている）で時系列が直線的では

ないという特徴を持っており、後述するようにそれが理解の難度を高めている可能性がある。 

 

3.2 聴く目的と聴き方 : 何が聴ければよいか 

 スキーマがあり聴く目的のはっきりした車内アナウンスと、予測のできない録音素材を聴く場合

では、目的も聴く態度も異なる。今回考察データとして扱うのは、上記の音声素材を一回聞かせた

後、何が分かったかを自由に母語で話してもらう部分である 1。学生には聞く前に、後で何が分か

ったか話してもらうという予告がしてあるがそれ以外のフレームはない。このような状況で「録音

素材」を一回だけ聞かせ、B1 の学生に何がどのぐらい分かることを期待したらよいのだろうか、

CEFR で記述されている活動で、今回のタスクに相当すると思われる活動は次のようなものである。 

 

音声メディアや録音を聞くこと (p.72) 

B1 + はっきりした標準語で話された、個人的に興味がある話題であれば、録音され、放送された音声素

材の大部分の内容が理解できる。 

比較的ゆっくりとはっきりと話された、ごく身近な話題に関するラジオの短いニュースや、比較的簡

単な内容の録音された素材なら主要な点は理解できる。 

 

 ここで記述されている「主要な点は理解できる」（B1）、「大部分の内容が理解できる」（B1＋）は、

今回のテクストでは何にあたるのか。生活に必要な情報があるわけでなく、特別強調するメッセー

ジもない。そこで「名前のない手紙」の場合は、ストーリーを 4 コマ漫画風に簡潔に捉えたものが

「主要な点」にあたるのではないかと考える。テクスト、学習者の聴解後の再話と回想を検討した

結果、『ある人が手紙を受け取った。それは前に彼のバイクのヘルメットを盗んだ少年が書いたも

のである、お詫びにとお金が入っていた』を要旨と考えることにした。聴解テストではより詳細な
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理解が要求されるかもしれないが、日常生活に於いてコンテクストのない状態で、一回だけ音声メ

ディアを聴くという状況では（日常生活では今回の実験よりリラックスした状態で聴くと思うが）

最低このような流れが掴めれば主要な点の理解に成功したと考えられるのではないだろうか。 

 

3.3 データ収集方法 

 上記のような条件下で音声インプットが与えられたが、実際にどのぐらい理解できたかを知るの

は難しい。ここではストーリー全体の理解を知ることが目的であったため文ごとに区切って聞かせ

るプロトコル法は用いず、一回通して聞いた後でインタビュアに母語で分かったことを話してもら

うという再話・回想法を用いた。記憶力、自己開示度には個人差があり必ずしも十分に引き出せた

とは限らないが、どのように聴いたのかを大まかに知ることができた。そのあともう一回聞かせ正

誤問題に答えさせながらインタビューを続けた（ベルマンス原稿参照）。認知・メタ認知ストラテ

ジーに関するいくつかの証言はこの後半の回想インタビューからも抽出した。 

 

４ 回想インタビューからの考察  

4.1 聴解の理解タイプ別考察 

 ここで考察の対象とする 12 人の学習者 2 は、B1 前後であると想定されているが各タスクの遂行

には差が見られた。3.3 の方法で行ったインタビュー（一回聴いた後で分かったことを話す）を分

析し、理解したことをどのように報告したかにより４つのタイプに分けた。 

 

表１ 理解のタイプ 

1 ストーリーの主要な点がわかった 4 名 (L5, L6, G5, G6 ) 

2 抜けている点、違う点はあるがだいたいわかった 2 名 (G1, G7) 

3 部分的にはわかったが全体的な理解ではない 4 名 (L2, L3, L4, G2) 

4 部分的な理解にも限度がある 2 名 (L1, G3) 

  

タイプ 1： 

要点を理解した学習者たちだが、実際には、詳細までほぼ完全に話を再現させた学生（L6）もいれば、要点

のみを述べた学生（G5）まで、そのパーフォーマンスは同じではない。しかし、全体像が理解できたという

ことから同じタイプの聴き方をしているのではないかと考える。 

タイブ 2： 

要旨という形で述べているが、上記の要旨に対して大切な情報（4つの命題のうちひとつ）抜けている場合で

ある。例えばG4 は「封筒にお金が入っていた」ということがつかめていなかった。その他の流れが見えてい

ることからタイプ 1に近いが、ある要因によってタイプ’ 1 になれなかったと考える。 

タイプ 3： 

部分的にはかなり理解ができている場合があるが、全体的なつながりができなかったタイプの学習者である。 

タイプ 4： 

部分的な理解にも限度があり、単語、句レベルでの理解が多かった。推測力があり自分で全く違うストーリー

を作っていた学習者（L1）と逆に推測ができず内容について何も述べられなかった学習者（G3）の二名であ

る。 

 

 「ストーリーの主要な点」は、3.2 で設定した通り『ある人が手紙を受け取った。そこには手紙



 

71 

 

とお金が入っていた。それは前に彼のバイクのヘルメットを盗んだ少年が書いたもので少年はお詫

びにお金を渡した』という内容であり、具体的には、学習者が次の 4 つの命題に言及し全体が理解

できているかどうかの判断を行った。その結果を下の表に、言及した場合は○で示されている。 

 

I ある人が手紙を受け取った 

II お金がはいっていた 

III 前にバイクを盗んだ少年が書いた 

IVお詫びにお金をわたした 

                 表 2 要点の理解度 

学習者 L1 L2 L3 L4 L5 L6 G1 G2 G3 G5 G6 G7 

タイプ 4 3 3 3 1 1 2 3 4 1 1 2 

I  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

II   ○  ○ ○ ○   ○ ○  

III  ○   ○ ○    ○ ○ ○ 

IV     ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

判定 A2＋ 

B11 

B11 B12 B11 

B12 

B13 

以上 

B13 B12 B12 A B13 

以上 

B13 

以上 

B12 

  

 タイプ 1 は、要点を理解した学習者たちだが、実際には、詳細までほぼ完全に話を再現させた学

生（L6）もいれば、要点のみを述べた学生（G5）まで、そのパーフォーマンスは同じではない。し

かし、全体像が理解できたということから同じタイプの聴き方をしているのではないかと考える。 

  タイブ 2 は、要旨という形で述べているが、上記の要旨に対して大切な情報（4 つの命題のうち

ひとつ）抜けている場合である。例えば G4 は「封筒にお金が入っていた」ということがつかめて

いなかった。その他の流れが見えていることからタイプ 1 に近いが、ある要因によってタイプ’ 1 に

なれなかったと考える。 

  タイプ 3 は、部分的にはかなり理解ができている場合があるが、全体的なつながりができなかっ

たタイプの学習者である。 

 タイプ 4 は部分的な理解にも限度があり、単語、句レベルでの理解が多かった。推測力があり自

分で全く違うストーリーを作っていた学習者（L1）と逆に推測ができず内容について何も述べられ

なかった学習者（G3）の二名である。 

  プロジェクトチームで判定したレベルを表の下に付け加えたが、B1.3 と判定された学生たちはタ

イプ１の理解タイプであり、Aレベルにかかる 2 名の学生はタイプ 4 であるということから、聴解

能力と理解の仕方は連関していることがわかる。本稿で各タイプに使用されているストラテジーを

調べることにより、聴解レベルを高めるためにどのようなストラテジーを指導すべきかを提言でき

るのではないかと考える。 

 O’Malley & Chamot の提示した聴解における言語処理過程別の使用ストラテジーの表（1995:133）

を元に、今回のインタビューで出てきたストラテジーを加えたのが下の表である（追加項目には＊

がついている）。言語処理の過程ごとに、1～4 のタイプの学習者がストラテジーをどのように使用

しているか、どのような問題があるかを考察していくことにする。実際には複数のストラテジー同

士が共起・連鎖する場合が多いので完全にストラテジーを分けて考察することはできず、まとめて

考察する部分もある。 
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表 3 言語処理過程別の使用ストラテジー（1995:133） 

言語処理の過程 ストラテジー 

知覚処理 (Perceptual processing) 選択的注意 （Selective attention） 

自己モニター （Self-monitoring） 

分析 (Parsing) 長いチャンクで聞くためのグルーピング（Grouping – listening for larger 

chunks） 

文脈からの推測（inferencing from context） 

＊理解モニター（分かるところと分からないところを区別する、理解

のリミットを意識化） 

活用 (Utilization) 精緻化（Elaboration）（一般的知識、個人経験、または自問から） 

＊一貫性を求める、矛盾、非現実性に気づく 

＊新しい情報に応じてフレーム修正 

 

4.2 『知覚処理の過程』において 

 これはインプットの段階で、意味をなす前の短期記憶の形で保存される過程である。 

 

4.2.1 選択的注意と自己モニターの考察 

 選択的注意ストラテジーが使えないと、未知の語彙を聴いたときに聴くべきテクストから注意が

離れてしまい聴き取りができなくなる。この問題が聴解に成功しない大きな要因であることは広く

認められており、今回の調査でもその結果ははっきり示された。タイプ 4 の学習者の一人は、一回

聞き終わった後、内容を全く語れなかった。「テキストを聴解で聴くとき一つの理解できない言葉

に阻まれて、そして速すぎてついていけない」（G3 資料 22 27‐32）と語っている。タイプ 3 は、

4 人のうち 3 人が選択的注意の問題を挙げている。「分からない言葉を聴いたら、聴くことに集中し

続ける代わりにそれをずっと考えてしまう」（L3 資料 39‐40）、「時々ある一つの言葉がわからない

と、その文はちょっと時間がなくなって。毎回特にところどころだけが聞き取れてそれで話の流れ

がわからなくなりました。ついていけなくなりました」（L4 資料 17 36‐38）。このように、分か

らないときにテクストから離れることが、全体の流れがつかめない大きな要因となっているようだ。

タイプ 2 の学習者の一人は「文が終わると考える必要があるんだけど音声は続く。でも頭がついて

いかないから分からなくなってしまった」（G7 資料 25 10‐12）と述べ、この問題が理解を邪魔

していることを自己モニターしている。わからない単語を聞き流し（聞き流しのストラテジ－）音

声テキストに戻り、集中し続けるという認知ストラテジーを使えないため、聞き取れない部分が出

てきたと思われる。このようなタイプの学習者には 100 パーセント理解しなくてもよいという聴き

かたのストラテジー指導が有効であろう。一方、タイプ 1 の学習者で選択的注意欠如についてコメ

ントしたものはいなかった。このタイプの学習者は言語構造能力が高く、未知の語彙で注意をそら

される可能性が少ないのかもしれない。しかし 2 分間流れていた音声テクストを一応大雑把に把握

できたということは選択的注意を使って聴くことを習得した学習者であるといえるだろう。 

 

4.3 『分析の過程』において 

 これは、語彙、文の分析により意味のある心的表象を構築する過程である。 

4.3.1 チャンクの長さ 

 聴解に成功しない学習者は短いチャンク（例えば単語レベル）で理解しようとする傾向が報告さ
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れている（O’Malley & Chamot1995 :130）。本実験でもタイプ 3 とタイプ 4 の学習者は「～について

言いました」という答え方をすることが多かった。タイプ 4 の一人は、冒頭の部分で「これはなか

むらさんについてでまた手紙についてで・・・でもなかむらさんがそれを書いたのかあるいはその

手紙をもらったのかはっきりしません」（L1 資料 14 7‐9）と述べている。「中村さんが手紙を受

け取った」という事実が把握できなかったのはタイプ 4 の 2 名だけであり、ストーリーの出発点が

分からないとその後文脈からの推測を効果的に使うのは難しいことがわかる。チャンクが短いと漠

然とした理解しかできないので「何がどうしたか」を意識的に聴き取らせるような指導が必要だろ

う。これは予想ストラテジー、推測ストラテジーにも繋がっていく。タイプ 3 の学習者は文単位で

聴き取ることは部分的に成功している。修飾部の理解も部分的に理解しており、「鉛筆で書いてあ

ります」（L4 資料 17 10）、「名前が書かれているヘルメット」（L4 資料 17 23）などの詳細が

報告されている。タイプ 2、タイプ 1 はどうであろうか。数値的には検証できないが、確かにタイ

プ 1 の特に詳細に分かった学習者の語りは「お金について」のような語彙レベルのものでなく、「そ

して彼は反省して、えっとアルバイトを始めて・・・そのお金でそれで稼いだお金でそのお金を手

紙に入れてなかむらに今あげます」（L5 資料 18 21‐23）のように一連のできごとを自分で捉え

直しているケースが多かった。つまり，文と文連鎖の形で長いチャンクで捉えているということが

窺える。 

 

4.3.2 推測 

 CEFR に「推論によってメッセージの中に現われている空白、および空白の可能性のあるところ

は埋められ、意味が具体化され、メッセージの重要性やその構成要素が理解される。」（吉島・大橋

2008, p.76）と記述されているが、「空白」には言語的制限（語彙や構文）が含まれることを考える

と推測と言語構成能力は補完的な関係にあると言える。推測は聴解理解を助けるが、空白が大きす

ぎると推測だけではカバーできないであろうし、また推測のリソース（文脈内か外か）やタイプ（連

想的、論理的）によっても効果は違うであろう。 

 タイプ 4、タイプ 3 では、ある語彙またはそれらの組み合わせからの「連想」による推測が多く

見られた。手紙の内容を説明する部分で「その人はお金がぜんぜんなくて・・・お金を頼みます」

（L1 資料 14 10）や「彼はお金を頼んだと思います」（L2 資料 15 14‐15）のような理解は手

紙文にあった「お金」という言葉と「～てください」からの連想によると思われる。また L1 は「ヘ

ルメット」→「hermit」→「隠者」という連想の後、「隠者を殺す」（「ヘルメットがなくなった」と

いう文からの」理解であろう）、金銭詐欺など、感覚的な連想により推測をしている。ここでは後

述の『活用の過程』における既有知識の使用が観察できるが、文脈に沿った推測がうまくいってい

ないため精緻化に失敗している、。同じく「誰かが死んだか、とも聞きました」（L4 資料 17 17）

（「死ぬ」は 同音の「なくなりました」からの連想と思われれる）のように、ある音からイメー

ジが膨らみ、直感的な推測が行われている例が観察された。 

 タイプ 2 のG7（資料 25）は、「頭の中でストーリーを想像するけど全部はわからない」と推測を

利用していることを証言し、大まかなストーリーの流れを語ったあとで「そんな感じだと思う。で

も正確には言えない」と語る。日常生活では無意識に推測を使っていても、試験やインタビューの

ような場で、推測に依存した理解を話すときの、「確信できない気持ち」が窺える。 

 一方、タイプ 1 の学習者たちは、推測が論理的な根拠と結びついており、既有知識を利用し、妥

当性を確認したり、矛盾について考えたりするメタ認知活動と結びついていることが観察できた。

この点は 4.4.2 で考察する。 
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4.3. 3 理解モニター 

これは自分の理解度に関する自覚である。特定の語彙がわからない場合と内容に関する一部がわか

らない場合がある。タイプ 1 になるとそれが漠然としたものではなく、かなり特化される傾向があ

る。「高校生が何をしたかというと、ここのところが僕はよくわからなかったんですけど」（G6 資

料 24 26）のように分からない部分を限定している。また、ストーリーの最後の「そのお金を社会

福祉事務所に寄付しました」の部分はタイプ 1 の 3 人、タイプ 2 の 1 人が、福祉の部分が聞き取れ

なくてもその位置に修飾語があったという構造的理解を示している。 

 

‐「彼は奥さんを相談して、建物、機関、でもどの機関か聞き取れなかったけどそのお金をそこに上げました」

（タイプ 1 L5 資料 18 44‐45） 

‐「そして受けとらないことにして他の事務所の一つにあげました。でも何の事務所かわかりません」（タイ

プ 1 L6 資料 19 39‐40） 

‐「彼は奥さんと一緒に考えた末、なんのだかよくわかりませんがある会社に寄付することにしました」（タ

イプ 2 G1 資料 20 19‐20） 

‐「最終的にはそのお金をどこかに分からないんですけど寄付した。地域のアソシエーションかなにか。分か

らないけど」（タイプ 1 G6 資料 24 34‐35） 

 

ここで G6 は寄付ということから既有知識を利用して「地域のアソシエーションか何か」という推

測を行っている。理解のリミットに関する自己モニターは同様にタイプ2の学習者にも観察された。

「この手紙、封筒に何が入っていたかわからない。分かった要素だけ挙げると・・・」（タイプ 2 

G7 資料 25 23） 

 タイプ 3 では、「こうかいてとどうふ・・・私がわからない用語がありました」（L2、資料 15 12

‐13）、「それからふうと、ふうとが何だったかわかりません」（L4 資料 17 8‐9 ）のように語彙

の知覚処理のレベルで、意味の分からない語の音声を記憶しリピートするケースが見られた。タイ

プ 4 は、4.3.1 で見たように「中村さんがそれを書いたのかあるいはその手紙をもらったのかはっき

りしません」（L1）と冒頭の部分の理解をモニターしているが、これは一文の問題ではなく最後ま

で聞いて理解できなかったということである。また「それから私はある部分をよく聞きませんでし

た」（L1 資料 14 23）と、特化しないで報告している。ただ漠然とわからない、というのでなく、

この部分だけがわからないという風に問題を特化できれば、その後解決に向かってヒントを探すこ

とができるだろう。 

 

4.4.『活用の過程』 

 これは心的表象を既有知識とリンクすることによって解釈をする過程である。全体的な理解に達

するには「テクストの解釈」が必要である。 

 

4.4.1 精緻化 

  ストーリーの解釈は、一貫性があるものや可能性としてありうるものがスキーマとして優先的

に使われる。このこのテクストでは「ヘルメットを盗んだ少年が別の事件で警察に捕まって、少年

が中村さんの名前が書いてあるヘルメットを持っていたので、警察が中村さんにヘルメットを返し

た」という流れの解釈が 1 名（L6）を除いてはできていない。多くの人が持っているスキーマと必

ずしも一致しないからだ。そこで既有知識を活用した推測がいくつか観察された。タイプ 1 の学生
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2 名は「ヘルメットをかぶらないで警察に捕まった」と解釈している（その後、文脈に従って修正

している）。「別の事件で捕まった」よりずっと具体的で身近な説明であるため、スキーマとして使

われやすいのだろう。また、警察がヘルメットを返したという事実も「盗んだ人は盗品を持ち主の

名前をつけたまま使用しない」などのスキーマからか他の解釈をする人が多かった。「自分の頭の

中で理解していたのは、中村さんは新しいヘルメットを買ったけど最後に警察が彼のヘルメットを

見つけて忘れませんでしたかみたいに言って、中村さんはその少年が仕事をして新しいのを買って

警察に渡したということです。でもその場合少年はヘルメットに名前まで書くかな、変だな」（G5  

資料 23 157‐160）このように推測がタイプ１の学習者においては、自問、修正に繋がっていく

（3.4.2）。 

 出だしの「川崎市に住んでいる中村さん」の川崎市の部分を、神奈川県(G2)、何々県（G7）のよ

うに自分で捉え直して報告している例が見られたが、これは既有知識が短期記憶に優先的にあるい

は補償的に使われている例といえよう。 

 

4.4.2 自問、妥当性の検討、フレーム修正、 

 これらのストラテジーは前述の推測、理解ストラテジーなどと連携して使われることが多い。ス

トーリーの要点が理解できていたタイプ１でも、最初から正しく聴けていたわけではなく、話の一

貫性を追求し、矛盾が出てくるとそれを問題視し、一貫性を探す態度が見られた。「でもそうする

と私はどうしてその封筒にお金を入れたのか理由がわかりません」（L6 資料 19 31‐32）のように

つじつまが合わないことから他の可能性を探り推測に成功している例も見られた。「私はまずヘル

メットをかぶっていない誰かについてだと思いました。それが原因で警察に捕まってでも説明の残

りはつじつまが合わなくて、だから私はヘルメットを盗んだだれかだと思って」(L6 資料 19 31

‐32.)。タイプ 4 のうち 2 名が、話が進むにつれ考えを変えたと言っている。つまりフレーム修正

の自己モニターを行っているということである。「私は話が進むにつれて違うことがわかりました。

そのため最初と比べて考えを変えました」（G1 資料 20 14-15） 

  ある語彙からの連想で別の方向へ推測を発展させた学生（L1）は、それでも自分の解釈を「それ

は探偵っぽすぎます」を疑問視している（cf. 4.3.2 推測）。しかしこの学生の理解は短いチャンクで

行われていたため（4.3.1）、また、前述のように出だしの部分が理解できていなかったため（4.3.1 , 

4.4.2）、推測でその疑いを晴らし代替案を見つけることはできなかった。つまり、つじつまが合う

ように自問をするストラテジーは推測が得意なタイプの人に見られる傾向があるが、ボトムアップ

的検証によるヒントがないと修正に結びつかない。多くの先行研究が証言しているように、トップ

ダウン処理とボトムアップ処理を適宜使い分けるストラテジーが大切であると思われる。 

 

4.5 聴解理解のタイプ別まとめ 

これまでの考察から、聴解理解のタイプ別にそのストラテジー使用の特徴をまとめる。 

 

4.5.1 タイプ 1 

ストーリーの要点を理解した学習者である。選択的注意ストラテジーがあり、推測も、一貫性追求・

妥当性検討といった精緻化のストラテジーと共に使われている。また、ストーリーの展開に従って

柔軟にフレームを変えて理解の修正が行える。 

  

4.5.2 タイプ 2 
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ストーリーの流れをほぼ理解したが、重要な要点が抜けていた学習者である。このタイプの一名は、

「選択的集中力欠如」を自覚している。推測でつじつまのあるストーリー構築を目指しており妥当

性チェックの自己モニターを活発に行っている。自己モニターの活用により自信、確信のなさが強

調されている。もう一名は一回目に聞いたときは手紙文の読み上げの部分と地の部分の区別がつか

なかったと言っている。そのようなハンディにもかかわらず流れがほぼ理解できたのは推測、予想

ストラテジーが使用されていたからと思われる。 

 

4.5.3 タイプ 3 

このタイプは部分的にはかなり詳細までの理解を示しているが全体的な繋がりを語っていない。ほ

とんど繋がりがが見えない場合とタイプ 3 に近いパターンがある。このタイプでは。文を一字一句

覚えたり（それをそのまま母語で説明）、母語でのコメント中に日本語の語彙を使用する人が見ら

れた。G2 はフランス語でストーリーを語りながら「文字」「若い人」「高校生」「アルバイト」「一

生懸命」などの語彙は日本語のまま使用している。 

 

4.5.4 タイプ 4 

ほとんど理解できなかったタイプで、知覚の過程と分析の過程ですでに壁にぶつかっている。まず

選択的注意ストラテジーが十分でない。しかし語彙が聞き取れないというよりは、それを分析の段

階に結びつける指導が必要だと思われる。推測に関しては得意なタイプ（L1）とできないタイプ（G3）

があったが、文レベルで「何がどうした」という情報を理解しないと推測が効果的に行われない。

推測が語彙から発しており連想の域を出ない。 

 

5 まとめ ‐B1 レベルの聴解指導に向けての提言 

 B1 レベルの全体的な尺度には「身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び

つけられた、脈絡のあるテクストを作ることができる」（吉島茂・大橋理枝 2008 :25）という記述が

見られる。これは産出活動についてであるが「脈絡のあるテクスト」に注目し、それをそのまま受

容活動に転移すると、「テクストを脈絡のあるものとして理解する」という能力が浮かび上がって

くる。受容活動ではそれが「要点を理解する」、「主要な点を理解する」というキーワードで示され

ている。要点を理解するには全体の流れを把握する必要がある。 

  今回のデータ観察を通し、音声データの要点を理解できた「聴解に成功した学習者たち」は、モ

ニタリングを頻繁に行っていること、わからない語彙のためにテクストから離脱することがない、

ということが分かった。常に自分の理解とテクストの妥当性を確認しながら聴き、必要とあれば修

正を加える。一方、部分的には正確な聴解スキルを持っている学習者たちが全体的な理解ができな

い一番大きな要因は選択的注意欠陥であり、本人もそれを自覚しているということが明らかになっ

た。 

 このように、B1 レベルに求められる聴解スキルは話の流れの要点をつかむことでないかと考え

る。聴きながら漠然とイメージできるのと全体像がつかめるは違う。要約するという目的を持って

意識的に聴く訓練がこのレベルには必要なのではないだろうか。要約を意識すると、当然必要なも

のと必要でないものを区別するストラテジーも必要になる。要点が聴き取れた学習者は、必要なさ

そうなところは聞き流すストラテジーも使っている。また、短いチャンクでしか聴けない学習者に

はそれを伸ばすように、一貫性をつかむのが不得意な学習者には詳細よりも全体像に目を向けさせ

るなど、プロフィルごとにストラテジーのポイントを変えるのが必要かもしれない。「聴解ストラ
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テジー指導」は先行研究も多くさまざまな実践が行われている。それらを参考にストラテジーは指

導できるという姿勢で授業プランを作っていきたい。 

 また今回の実験で、音声的にはっきりと読まれた分かりやすいテクストでも、その構成、使用構

文が B1 として難しいと、聴解スキルに影響があることがわかった。今回使用した「名前のない手

紙」は、地の文と手紙の部分の区切りが必ずしもはっきりしない、ナレーターが主人公の心情を語

っているなど話法的に複雑であり、時系列も半年前の話が 挿入され境界が明示されていない。談

話的構成を示す談話標識（例えば『手紙にはこう書いてありました』の『こう』）を意識的に指導

する必要があるだろう。また、学習者が聴き取れなかった要因のひとつに、使用されている構文が

認知的に母語と違う構造であり明示的に出来事が表現されていなかった、ということがあるかもし

れない。出来事が「誰かが何かをした」という視点で展開されていかずに、「手紙を受け取った」

でなく「手紙が入っていた」、「ヘルメットを盗まれた」でなく「ヘルメットがなくなった」、「警察

が返してくれた」でなく「ヘルメットが戻ってきた」のように自然発生的な視点の構文で語られた

ところが理解がされにい傾向があるようだ。母語と対照させながら指導するとよいだろう。 

 受容活動には、適切なテクストの選択、タスクの目的明示が大切である。どのようなテクストを

どのような目的設定、条件で聞かせるかを考える必要がある。今回の実験でも二回目には理解度が

高まったことから一回目の聴解が難しいということがわかる。これはフレームがないために予測で

きないということから当然であるが、一回目は推測を駆使して要点を把握、二回目は確認，精緻化、

詳細の理解など、各聴解活動の目的をはっきりさせて聴かせるとよいだろう。さらには、B1 の学

習者がB1＋、B2 へと熟達度が上がるために、テクストの難易度、聴解の条件を調整するのが大切

であると思われる。これは今後の課題として考察を続けていきたい、 

 

_____________________________________________________________ 

注． 
1 一名の被験者（G5）はインタビューの形式決定前に調査を行ったため、口頭ではなくレジュメを書か

せた。 
2. 被験者は 13人だが、機材の不都合で一名（G4）はこの実験データにはいれていない。 
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正誤問題に関する考察 

 

クララ・ベルマンス 

 

1 分析目的と対象 

 

 聴解能力を測るには様々な方法や練習があるが、正誤問題が多く使われている。しかし、正誤問

題で正答を選んだ場合でも学習者が果たしてテキストの内容を理解しているかどうかは定かでは

ない。本稿では、「名前のない手紙」の聴解活動の中で正誤問題の解答と学習者とのインタビュー

の部分に焦点を絞って考察を絞る。考察データはルーヴァン・カトリック大学とグルノーブル・ス

タンダール大学の各 6 人、計 12 人である。  

 

2 結果と考察 

 

2.1 分析方法 

 「名前のない手紙」の聴解活動は、一度テキスト全体を聞かせ、内容を再話させた後、もう一度

聞かせて正誤問題に答えさせた。正誤問題は 5 つあり、出典の聞き取り教材からそのまま使用した

ものである。正誤問題の用紙を渡した際、まず読ませ、問題文が分かったかどうか確認している。

わからないところは教師が学生の母語で説明を与えた。 

 

2.2．考察 

 分析では、まず、5 つの正誤問題の解答を正答と不正答に分け、一覧にした。（表 1 参照）次に、

正確に答えたがテキストの内容を理解していなかった事例、及び、不正答の事例を取り出し、その

原因を考察した。下記に各正誤問題ごとに考察結果を述べる。 

 

表１：正誤問題の解答 

 問題１：手紙は

郵便局から配達

されましたか。 

問題２：手紙を

書いた人は中村

さんのヘルメッ

トを盗んだ人で

す。 

問題３：ヘルメ

ットを盗んだ人

がヘルメットを

返しに来まし

た。 

問題４：中村さ

んは受け取った

お金でバイクを

直して新しいヘ

ルメットを買い

ました。 

問題５：中村さ

んはヘルメット

がなくなったと

き警察に言いま

せんでした。 

正答 × ○ × × ○ 

 正答 不正答 正答 不正答 正答 不正答 正答 不正答 正答 不正答 

L1資料14           

L2資料15           

L3資料16           

L4資料17   答えて いない       

L5資料18           
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L6資料19           

G1資料20   答えて いない       

G2資料21           

G3資料22   答えて いない       

G5資料23           

G6資料24           

G7資料25           

合計 12 人 0 人 8 人 1 人 6 人 6 人 7 人 5 人 12 人 0 人 

 

備考：被験者は 13人だが、機材の不都合で一名（G4）はこの実験データにはいれていない。 

 

2.2.1 正誤問題 1「手紙は郵便局から配達されましたか。」 

 全員正しくバツと答えたが、その中の 2 人は確信がなかった。 

 

【事例 1】よくわかりません、はい、私の感覚はただそうじゃないと言います。私は匿名の手紙だったと思い

ます。さらに鉛筆で書かれていてとかのことで。それは郵便局に持っていって、配達してもらうのはあり得な

いように思います。（L1 資料 14 66-75） 

  

この事例では学習者が「鉛筆で書かれた」と「匿名の手紙だろう」ということからスキーマを使っ

て推測したと思われる。 

 

【事例 2】それ、いいえそう思いません。…それを送ったのは彼じゃないんじゃないかと思うから。(G3 資料

22 22-38) 

  

最初に正しく答えたが、教師に理由を聞かれて、答えられなくなった。この L1 とG3 は本報告書の

東の考察では、聴解理解が「タイプ４」に分類されている二名である。「タイプ 4｣を東は「ほとん

ど理解できなかったタイプで、知覚の過程と分析の過程ですでに壁にぶつかっている」している。

つまり、正誤問題は正答であったも、内容理解には結び付いていないことがわかる。 

 後の 10 人は確信をもって正しく答えたが、理由は大きく 3 つに分けられる。5 人(L5, G1, G2, G5, 

G6) は「切手が貼っていなかった」、2 人(L3, L6)は「名前が書いていなかった」、そして 3 人(L2, L4, 

G7)は「若い男の子または高校生がポストに入れにきた」という理由をあげた。学習者の類推過程

には個人差があることが見て取れる。 

   

2.2.2 正誤問題 2「手紙を書いた人は中村さんのヘルメットを盗んだ人です。」 

 8 人は正しくマル、1 人は不正解で、3 人は答えられなかった。 

 

【事例 3】それもちょっと、しばらくは実はあまり確かじゃありませんでした。私はまずそうだと思いました

が、それから多分違うかも…私はよく聞きませんでしたが、論理的に私にはそのようです。なぜなら、その人

はお金を頼んで、(L1 資料 14 83-88) 

 

男の子がお金を頼んでいると勘違いしている(L1 資料 14 88-94)。同じくG2 も男の子がお金が必
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要だと理解していた(G2 資料 21 81)。このテキストを聞いた B1 レベルの学習者に期待されるこ

とは要旨、『ある人が手紙を受け取った。それは前に彼のバイクのヘルメットを盗んだ少年が書い

たものである、お詫びにとお金が入っていた』（本報告書 東を参照）であるが、上記の L1 と G2

は正誤問題では正答を選んでいるにもかかわらず、要旨を理解していなかった。 

 

2.2.3 正誤問題 3「ヘルメットを盗んだ人がヘルメットを返しに来ました。」 

 6 人は正しくバツと答えたが、その中の 2 人の説明が正解ではない。 

 

【事例 4】私は…間違い…。私は迷いました。私は彼が返しに行くということじゃないかと思いますが、ただ

彼が支払ったら。私は分かりません。私は、彼は払わなくて．．．ヘルメットを取りに行かないと思います。～ 

中村さん。私は彼はヘルメットを返してもらうためにお金を払わなかったと思います。(L1 資料 14 97-105) 

 

 この事例では、学習者は中村さんが高校生にお金を払わなかったから、ヘルメットを返してもら

わなかったと解釈している。したがって、正誤問題 1･2 同様、間違った解釈なのに、正しく答えら

れた事例である。 

 

【事例 5】なぜなら私はまたいろいろなことが…私は本当に戸惑いました、なぜなら彼がもっとたくさんのこ

のような事件があったと言ったからです。そして私が思ったのは、え～？これは、じゃあ、彼は仲介人かなん

かとして働いているかなんか？(L2 資料 15 113-118) 

 

 学習者は複数の事件があると思っている。その原因として、「その半年前のことです」で、テキ

ストでは時系列が一度前に戻っても、同じヘルメット盗難事件に言及しているのだが、学習者は、

その前のプロトコルも含めて観察すると（L2 資料 15 88-98）線的に次々といろいろな人が中村さ

んに被害を及ぼしたと理解していた。 

 次に不正解の例を挙げる。 

 

【事例 6】まる、なぜなら彼はヘルメットを返したから。私は警察のところにヘルメットが戻ったと聞いたと

思います。～ 警察に、でもかれはそれをあげたかどうか、えっと…そう思いますが(L4 資料 17 66-78) 

 

【事例 7】言えます。そうだと言えます。～実際には戻ってきた、ヘルメットは戻ってきたと言っていますが、

誰かが彼に渡したかどうかは言っていません。(G1 資料 20 80-87) 

 

【事例 8】あ、最後にその人はそれを返しに来たんです。～ 中村さんの名前を上に書いて返しました。～ で

も来た？本人が来たかどうかわかりません。たぶん…(G2 資料 21 86-96) 

 

 事例 6、7、8 では、学習者がヘルメットが戻ってきたことが理解できたが、だれが、だれに、ど

うやって返したか理解できなかった。ここで注目すべき点は、前例とは反対に、ヘルメットが戻っ

てきたという骨子が理解できていても、詳細がわからなかったため正誤問題が不正解になってしま

っている例である。 

 

2.2.4 正誤問題 4「中村さんは受け取ったお金でバイクを直して新しいヘルメットを買いました。」 
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 7 人は正しくバツと答えて、5 人は間違った。その間違った事例を考察した。 

【事例 9】これは正しいです。彼は新しいヘルメットを買いました。それは聞きました。(L1 資料 14 118-119) 

 

【事例 10】えっと、…ここはマルにしました。えっと、はい、私はやっぱり彼は彼の自転車を修理して、そ

してヘルメットを買ったと思いました。(L3 資料 16 106-108) 

 

【事例 11】新しいヘルメットを買ったことは確かです。あーそのお金でバイクを修理して、そして新しいヘ

ルメットを買いました。はい、それはあり得る。あー新しいヘルメットを買ったことは確か、確か、でも違う

かもしれない、実は何も確かじゃない。(G3 資料 22 98-105) 

 

【事例 12】私は正しいと言いました。なぜなら私は新しいのを買った、はい、その部分を聞きましたから。

そして、んん、でもそれはそのお金だったか、はい、またはこの学生から彼が受け取った、そのお金でだった

かよく分かりません。(L2 資料 15 150-155) 

 

 問題 4 は聞いている情報量が多すぎると思われる。つまり、正確に答えらるためには、１．中村

さんがお金を手紙と一緒に見つけたか（現在の時点のこと）、2. 中村さんがバイクを直してヘルメ

ットを買ったかどうか（半年前の時点のこと）３．受け取ったお金でバイクを直して、新しいヘル

メットを買ったかどうか（現在のこと）が分かる必要がある。つまり、3 の質問に答えるには、事

実と時系列を完全に理解できていないといけない。事例 9、10、11、12 は、学習者は新しいヘルメ

ットを買ったという聞き取れた情報から、全て正確だと推察してしまった。その中で、11 と 12 は

確信はなく、自分の答えを疑問視している。特に事例 12 は、何がわかっていないのかをはっきり

認識している。つまり、正誤問題ではすべて不正解となってしまう場合も、このように理解度には

差があることがわかる。 

 

2.2.5 正誤問題 5「中村さんはヘルメットがなくなったとき警察に言いませんでした。」  

 全員正しくマルと答えたが、その内の 2 人は間違って解釈した。 

 

【事例 13】これも正しいですが、私は 1回目か 2 回目に関係があるのか 100%確かじゃありません。～手紙を

もらった 1回目なのか、2回目なのか。(L1 資料 14 123-131) 

 事例 5 と同じように、複数の事件があることを解釈している。テキストの時系列が一度前に戻る

ことは理解できていないと考えられる。 

 

【事例 14】はい、私は、彼がヘルメットがなくなったときに、彼がそう言ったと思います。えっとでも、こ

の手紙かなにかについて、そしてどんなふうに、どんなふうに手紙の書き手が埋め合わせたか彼は警察に何も

言いませんでした。そして警察から電話が来たときに、彼はヘルメットが戻ってきたことについて、あるいは、

見つけたことについて彼はうそをついたと私は思います。でも、実際にはだから手紙の中のお金で解決された。

(L3 資料 16 117-126) 

 

 事例 14 では、学習者は中村さんが警察に言っていないことだけではなく、警察に聞かれたとき

にうそをついたと解釈している。つまり、このテキストのメッセージは美談であるが、事例 14 を

見ると表ざたにせず、お金で解決したという、理解を示しており、正誤問題が正答であってもテキ
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ストのメッセージを理解したとは言えない。 

 

3 指導への提言 

 

 以上のことから、正誤問題を使うときの注意点を考えた。聴解授業に正誤問題を使う場合、かな

らず学習者にどうしてその答えを選んだか説明させる必要があると思う。それは、上記のように正

誤問題の正答が必ずしもテキストの理解を示すものではないし、2.2.1 と 2.2.2 にあるように、確認

を持っていない学習者は理由を説明できなかった。そして、学習者同士に答えを比べさせたり、ど

うしてそういうふうに解釈したか説明させたりするのもいい練習である。一方、聴解能力の正誤問

題の作成時には次の点に注意する必要があるのではないか 

 

1) マル、バツだけでなく理由も書かせたほうがいいのではないだろうか。理由を書くことによっ

て論理的に理解するという意識付けの練習にもなる。その際、日本語でかくのか、母語で書くのか

は検討の余地があろう。L1 のようにテキストの重要ポイントを理解していないのに、正誤問題を 4

つも正しく答えた例もある。 

 

2)  「名前のない手紙」の聴解活動はCEFR の音声メディアや録音を聞くこと（吉島・大橋訳：2008、 

p72）にあたると思われる。その記述文には「録音され、放送された音声素材の大部分の情報の内

容を理解できる。」または、「主要な点は理解できる」とある。正誤問題を作る前に、テキストの主

要な点または大部分の情報の内容を明確にする必要がある。正誤問題 4 のように聞く情報量が多い

場合、学習者は何がわかったかはっきりしない。 

 

3) 正誤問題がヒントになって、理解に結びつく例もある。L1 のように、1 回目聞いて「hermit(英

語)、隠者」についての話だと解釈した。それから、正誤問題を読んで「ヘルメット」についてだと

分かった。この点を認識して作成することが重要であろう。 

 

4) テキストの困難な部分や、テキストを流れを教師が理化して、設問を作る場合、正誤問題は理

解度を測るだけでなく、学習者が自分が何を理解して、何を理解していないか、その原因は何かを

認識するための一つの活動にもなりウルであろう。これは聴解活動に限らず、読解活動にでも同じ

ことが言えるだろう。  

 

 

＜参考文献＞ 
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ッパ共通参照枠』朝日出版社 

Nederlandse Taalunie 訳(2008), 『Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde 
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文脈上の動作主と行為の関係の理解 

-「名前のない手紙」からの考察 - 

 

 

グレーテル・ヴァンウルティ 

 

 

1  研究の目的 

 

 ルーベン大学日本学科の２年生（B1レベル）の聴解の授業で、学習者がテキストを聞きとる際に、

文脈における動作主と行為の関係といった情報の選別に苦労しているのが観察された。本稿ではそ

の原因を考察する。 

 

1.1 文脈における動作主と行為の関係とは？ 

  文脈における動作主と文法上の主語は必ずしも一緒であるとは限らない。文脈における動作主

と行為の関係を定義するために、例として、実験に用いた「名前のない手紙」の最初の文を出す。

それは「川崎市に住んでいる中村さんの家のポストに名前の書いてない封筒が入っていました。」

という文だ。「名前の書いてない封筒が」文法上の主部で「川崎市に住んでいる中村さんの家のポ

ストに入っていました」文法上の述部である。 

 全体的なテキストの内容から見ると、「中村さん」が大事な動作主である。「手紙をもらった」は

「中村さん」につながっている大事な行為である。「中村さんが手紙をもらった」というのはこコ

ンテクスト上の動作主と行為の関係である。 

 

 2   分析するデータの選択 

 

 分析するデータの選択を調査するにあたって、「名前のない手紙」のプロトコルを用いた。「名前

のない手紙」では文脈における動作主が３人おり、文脈における動作主と行為の関係を考察するに

は最適なデータであると思われる。 

 

3   分析の方法 

 

3.1 記述方式で垂直的な解析 

 まず「名前のない手紙」のテキストに基づいてチェックリストを作った。話を理解する上で鍵と

なるできごと（またはその結果としての状態）を下記のように「動作主＋行為」の形で記述した。 

 

1.中村さんか男の人がいる 

2.高校生か若い人がいる 
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3.警察がいる 

4.中村さんが手紙をもらった 

5.中村さんがお金をもらった 

6.手紙を書いた若い人が自分でポストに入れた 

7.手紙を書いた人が中村さんのヘルメットを盗んだ 

8.手紙を書いた人が他の事件で警察に捕まった 

9.手紙を書いた人が中村さんの名前があるヘルメットを持っていた 

10.手紙を書いた人が反省した 

11.手紙を書いた人がアルバイトをしてお金をためた 

12.手紙を書いた人がそのお金を封筒に入れた 

13.手紙を書いた人が謝っている 

14.中村さんはヘルメットがなくなったのを警察に届けなかった 

15.中村さんがバイクを直した 

16.中村さんが新しいヘルメットを買った 

17.警察が中村さんにヘルメットについて連絡をした 

18.警察が盗まれたヘルメットを見つけた 

19.中村さんは奥さんと相談した 

20.中村さんたちがそのお金をあるところに寄付した 

 

 １１人の被験者 1 の発言とそれに対する印象などを記述した。教師としての経験、CEFR (4.5 

Communicative language processes, 4.5.2.2 Reception), 国際交流基金 日本語教授シリーズの『聞くこ

とを教える』の聴解のストラテジーを参照した。さらにDecoding（解読）と Parsing（解析）とMeaning 

Construction （意味付け） という概念も参照した 2。 

 

3.2  横断的解析 

 被験者は１１人のみであったが、その中で何人がどの「動作主＋行為」というつながりを理解で

きなかったかということを下記の項目に関して観察し、記載した。何人の被験者がどの程度理解し

たかを聴解の回数ごとに数えた。 

 

１回だけ聞いて、 はっきりと分かった場合：○ 

１回だけ聞いて、 分からなかった場合：× 

１回だけ聞いて、どちらでもない場合：/ 

１回だけ聞いて、分かっているかどうか明言されていないが分からなかった可能性が高い：/× 

１回だけ聞いて、分かっているかどうか明言されていないが分かった可能性が高い：/○ 

２回聞いてから、はっきりと分かったのを明言した：○○ 

２回聞いてから、まったく分からなかったのを言明した：×× 

２回聞いてから、何も明言していない：？ 

２回聞いてから、明言されていないがまだ分かっていない可能性が高い：？× 
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4 考察の結果  

 

 B1 レベルの学習者が聴解の時、動作主と行為の関係が理解できない原因は Decoding（解読）と

Parsing（解析）の過程に問題があるようである。学習者の個性、知識背景はそれぞれ異なるため、

Meaning Construction（意味付け）の方法も違ってくるだろう。 

  考察の過程で具体的な例が観察された。本稿ではDecoding（解読）と Parsing（解析）の顕著な

ケースに絞って例を示す。 

 

              表１：「文脈における動作主」のDecoding に関する横断的解析 

 

 
G1 G2 G5 G6 G7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

中村さんか男の人が

いる 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

高校生か若い人がい

る 

× ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

警察がいる / ○ ○ ○ ○ / ○ ○ ○ ○ ○ 

 

表１は、この 3 人の動作主が理解できたかどうかを示すものである。ここで文脈における動作主を

推測していない被験者は一人もいなかった。文脈における動作主という語彙のDecoding（解読）が

できた被験者は 9 人いる。G7 は一回聞いただけで、「文脈における動作主」のDecoding（解読）が

できた。G7（資料 13-16）は「ある人が名前のない手紙を受け取った。そういう話だと思う。こ

の手紙、封筒に何が入っていたか分からない。分かった要素だけあけると、まず警察、それから学

生というか高校生、それと、モーターバイクいやバイクのヘルメット。。。。」といったように、文脈

における動作主を正しく理解している。 

 指導項目の見地においては、Decoding（解読）という作業を学習者に意識させる事が大事である

と思われる。 

 

4.1 

 表２は文脈における動作主をDecoding（解読）の問題により、勘違いしてしまった例である。 

 B1 の学習者は、「文脈における動作主」が分からないとDecoding（解読）の問題が起きたという

予測ができる。しかしどんなような Decoding（解読）の問題が起きたかは予測できない。L1 は

Decoding の問題がネックになり動作主がわからなかった（L1 資料 14）。  

 

表２：B1の学習者にDecodingの問題がネックになる可能性がある。 

L1 行目 プロトコル 記述 

 4-6 

1 回目 

 

 

 

ok これは中村さんについてで、えっと… 

手紙についてでもで、それははい、だれか、

でも中村さんがそれを書いたのか、あるい

は、その手紙をもらったのかはっきりしま

せん。… 

・中村さんという名前の Decoding（解読）は成

功。 

・「手紙をもらった中村さん」の Parsing（解析）

はまだできていない。 

      

21-22 

1 回目 

 

そして彼はまた手紙をもらった、と思いま

す、それには同じこと、彼らはもう一回お

金を頼みました。 

・高校生という語彙の Decoding（解読）はまだ

できていない。 

プロトコルでは「かれら」について話している

がその「彼ら」は誰かはっきりではない。 
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・聴解という on-line process は L1 にとってまだ

早すぎるからだと思われる 3。 

4-7 

1 回目 

 

 

 

 

 

ok これは中村さんについてで、えっと… 

手紙についてでもで、それははい、だれか、

でも中村さんがそれを書いたのか、あるい

は、その手紙をもらったのかはっきりしま

せん。hermit がつまり隠者のように生活し

て、そしてその人は全然お金がなくて、そ

して実はお金を頼みます。この手紙はそれ

についてです。 

Decoding（解読）の失敗が多かった。 

・「ヘルメット」という単語は、英語の単語の

「hermit」（隠者）に音が似ているため、「hermit」

と聞き取った。 

 

・語の誤った聞き取りは、さらなるDecoding（解

読）・Parsing（解析）・Meaning Construction（意味

付け）の障害になったと思われる。 

 14-15 

 

隠者が居て、その人が隠者を殺したと何か

このようなことを言いました。 

 

 

「中にしまってあったヘルメットがなくなって

しまいました」を部分的に聞いて、さきに失敗

した Decoding（解読）と Parsing（解析）に基づ

いて 「その人が隠者を殺した」という間違っ

たMeaning Construction（意味付け）をしたと思

われる。 

 18-19 

 

でもだから実は私は、あるはい、オランダ

語でどういうかちょっと待って、ある

scam、あるはい金銭詐欺でした。 

 

「つかまる」を「scam」と理解している。L1は

隠者からの連想に基づいて、原文とは全く関係

がないMeaning Construction（意味付け）をして

しまっている。 

 

表 3 はG1、G7、 L1 の垂直的な分析である。G1 はストーリーの重要な点を理解している。G7 は

抜けている点、間違った点はあったものの、文章の大部分を理解していた。L1は部分的な理解にと

どまった（本報告書東参考）。 

 

 表 3：G1 とG7 とL1の垂直的な分析 

     

 

 G1 L1 G7 

1.中村さんか男の人がいる ○ ○ ○ 

2.高校生か若い人がいる × × ○ 

3.警察がいる / / ○ 

4.中村さんが手紙をもらった ○ × /○ 

5.中村さんがお金をもらった ○ × × 

6.手紙を書いた若い人が自分でポストに入れた × × /○ 

7.手紙を書いた人が中村さんのヘルメットを盗んだ × × ○ 

8.手紙を書いた人が他の事件で警察に捕まった /× × /× 

9.手紙を書いた人は中村さんの名前があるヘルメットを持っていた /× × /× 

10.手紙を書いた人が反省した /× × ○ 

11.手紙を書いた人がアルバイトをしてお金をためた ○ × ○ 

12.手紙を書いた人がそのお金を封筒に入れた /○ × /× 

13.手紙を書いた人が謝っている /× × / 

14.中村さんはヘルメットがなくなったのを警察に届けなかった /○ × /× 

15.中村さんがバイクを直した / × / 

16.中村さんが新しいヘルメットを買った /× × /× 

17.警察が中村さんにヘルメットについて連絡をした /× × /× 

18.警察が盗まれたヘルメットを見つけた /× × /× 

19.中村さんは奥さんと相談した ○ ○ / 

20.中村さんたちがそのお金をあるところに寄付した ? ○ ○○ / 
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4.2  

本実験を通してB1 の学習者に聞き取りにくい箇所が観察された。以下その例を載せる。 

4.2.1  

「名前のない手紙」には、「その封筒を開けると、便箋１枚の手紙と一万円札２枚が出てきました。

手紙にはこう書いてありました。」という箇所がある。一般にA2 とB1 の学習者にとって数字は非

常に聞き取りにくい。また、「ふうとう」という語彙はB1 の学習者によっては、聞き取りにくいも

ののひとつであった。例：「えっと、それからふうと。ふうとが何だったかわかりません」（L4 資料 17 

7）。そして「便箋」はほとんどの B1 の学習者にとって未習語であるため聞き取りにくい語彙であ

ったと思われる。従って「手紙にはこう書いてありました」という文の理解に影響があるのは容易

に予測できる。〈以下の表１にその関係が載せてある〉 

 

 「そしてそこには「こうかいて」とどうふ、か何かの用語、私が分からない用語がありました」（L2 資

料 15 10-11）。 

 

 L2 は「こうかいて」という語彙が分からなかったと報告している。テキストの「手紙には、こう

書いてありました」の文字を見れば意味は直ぐ分かっただろう。しかし聞き取りにくい箇所の連鎖

反応、聴解する語彙の範囲が分からなくなることにより、L2 にはこの文を一回目のときには理解で

きなかった。しかし、２回目の時に理解ができている。 

 被験者は、テキストの聞き取りにくい箇所の連鎖反応を起こして、手紙の朗読の内容を予測でき

ず、手紙の語彙の認知も難しくなったのではないかと思われる。テクストを全体的に聴いたあとで、

二回目に聞かせると理解度が上がったのが観察された。 

以下、手紙の部分に関する「文脈における動作主＋行為」を載せることにした。 

 

表 4：「文脈における動作主＋行為」横断的解析 

 

 

G1 G2 G5 G6 G7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 × 

/ 

/× 

○ 

/○ 

×× 

？ 

？× 

○○ 

5.中村さんがお金を

もらった 

○ /× ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 4 7 

○○ ？× ○○ ○○ ○○ ×× ○○ ○○ ○○ 2 ○○ 2 9 

7.手紙を書いた人が

中村さんのヘルメ

ットを盗んだ 

× /× ○ ○ ○ × /× × × ○ /○ 6 5 

？× ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× 

＋ 

○○ 

○○ ○○ 

＋ 

？ 

○○ ○○ 2 9 

10.手紙を書いた人

が反省した 

/× /× ○ ○ ○ × × × × ○ ○ 6 5 

×× ×× ○○ ○○ ○○ ×× ○○ ○○ ？× ○○ ○○ 4 7 

13.手紙を書いた人

が謝っている 

 

/× /× ○ / / × × /× /× /○ ○ 8 3 

？× ×× ○○ ？ ？ ×× ？ ？ ？ ？ ○○ 9 2 

 

 B1 の学習者は、知らない語彙と認知しにくい語彙の連鎖反応及びその影響を、無意識のうちに

理解していると思われる。例：「えっと、速さはよかったです。えっと発音もよかったです。でも

時々ある一つの言葉が分からないと、その文はちょっと、時間がなくなって」（L4 資料 17 29-30）。

「何か前よりちょっとはっきりしましたが、分からない言葉が、つまり文の全部、文の意味が理解

できません」（L4 資料 17 121-122）。「私が思うにえっと分からない言葉を聴いたら、聞くことに
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集中し続ける代わりにそれをずっと考えてしまうと思う」（L3 資料 16 37-38）。「それでその後に

来る３分の２の文を聞き逃がしてしまう、それからそして戻ります」（L3 資料 16 43-44）。 

 B1 の学習者には、聴解の過程でこのような現象がしばしば起こることを意識させるべきだと思

われる。B1 の学習者が自分の精神状態を冷静に分析したり、あるいはリラックスして聴解するこ

とも、正しい聴解を行うにあたって重要な要素であることが観察された。 

 

4.2.2  

「名前のない手紙」には、「しばらくして警察から「ヘルメットを盗まれませんでしたか」という

連絡があり、ヘルメットが戻ってきたのです。他の事件でつかまった高校生が中村さんの名前が書

いてあるヘルメットを持っていたということでした。」という箇所がある。この箇所の文法は難解

である。従って Decoding（解読）・Parsing（解析）・Meaning Construction（意味付け）に混乱をきたし

た被験者が多かった。 「文脈における動作主と行為」の理解度は以下の表の通りである。 

 

表5：横断的解析の結果 

 

 

G1 G2 G5 G6 G7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 ○ 

/○ 

× 

/ 

/× 

○○ ×× 

？ 

？× 

8.手紙を書いた人が

他の事件で警察に

捕まった 

/× /× /× ○ /× × /× /× /× ○ × 2 9 

×× ？× ×× 

＋ 

○○ 

○○ ×× ×× ×× ？× ×× ○○ ○○ 3 8 

9.手紙を書いた人は

中村さんの名前が

あるヘルメットを

持っていた 

/× /× /× × /× × /× × × ○ × 1 10 

×× ○○ ○○ ○○ ×× ×× ？× ？× ×× ○○ ？× 4 7 

17.警察が中村さん

にヘルメットにつ

いて連絡をした 

/× / /○ /○ /× × ○ ○ × ○ ○ 6 5 

○○ ？ ○○ ○○ ？× ？× ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 8 3 

18.警察が盗まれた

ヘルメットを見つ

けた 

/× /× ○ /○ /× × /× × × ○ × 3 8 

？× ？ ○○ ○○ ××  ？× ×× ×× ？× ○○ ×× 3 8 

 

 L5 と G6 は別として、被験者はこの二つの文を部分的にしか聞き取れず、Meaning Construction

に苦労したのが観察された。特に「他の事件でつかまった高校生が」と「～ということでした」の

Parsing（解析）が難しかったと思わる。 

 

4.3  

 知らない語彙は認知ができない、または曖昧な推測しかできない。  
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 垂直的な分析の結果、どの言葉が未習語でどの言葉が聞き取れない語彙かという区別は被験者に

よってまちまちであることがわかった。たとえばG1（資料 20  38-49）では「盗む」という鍵にな

る語彙がそれに該当する。〈表 3：G1 とG7 と L1 の垂直的な解析〉  

 B1 学習者にも知らない語彙は認知することが困難である。なぜなら音として認知することしか

できず曖昧な推測しかできないからだ。「名前のない手紙」にある「社会福祉事務所」という語彙

はそのひとつの例である。被験者の多くは曖昧な推測しかできなかった。 

２回目の聴解の際、L5（資料 18 112）は,「えっと、社会の事務所。そしてその間に何かあった。

社会何か事務所」と発言しており、曖昧な推測を行っていることは明らかである。 

 

表 6：「文脈における動作主＋行為」横断的分析 

 

 

G1 G2 G5 G6 G7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 × 

/ 

/× 

○ 

/○ 

×× 

？ 

？× 

○○ 

20.中村さんたちが

そのお金をあると

ころに寄付した 

○ / / ○ / × / / / ○ ○ 7 4 

？ ？ ○○ ○○ ×× ？× ？ ？ ？ ○○ ○○ 7 4 

 

 また、初めて聴く場所の名前や人の名前は認知だけではなく覚えるのも難しい。 

 聴解の過程では聞き取った語を記憶にとどめておくことも大切な要素である 4。 

 

例：「ああ、忘れた」（G5 資料 23  43-44）。「T 何が難しいんですか。記憶するのが？ S 記憶すること。あと

は何が起こっているのか理解するために理解すること。速く進むので」（G5資料 23 132-136)。 

 

 分析の結果、初めて聴く場所の名前や人の名前は認知が難しいだけではなく、覚えることも難し

いということが観察された。例：「これはなかむだ 5さんについてで、最初彼らは彼がどこに住んでいるこ

とも言うけど、それは完全に聞き取りませんでした」（L5 資料 18 3-4)。「それは確か神奈川州の？違います

か？ちょっと分からなくなってきました。最初に、男の人が出来事が起きた場所を言いました。名前は忘れて

しまいましたが」（G2 資料 21  8-15)。「地名を言ったけど忘れた」（G7 資料 25  13)。 

 このように知らない単語や固有名詞が動作主である場合、内容理解に影響を及ぼす。 

 

4.4  

 B1 の学習者に関しては教師には予測できないDecoding・Parsing・Meaning Constructionの問題が起

きる可能性が高い。 

 B1 の学習者が日本語を聞く時、自分の母語及び既知の言語のなかから、似た音のする単語と似

たリズム、似た発音、似た文型などをみつけようとする 6。学習者は、その似たものを自分の経験

したこと〈感情〉や知っていること（背景知識）などと連想しながら日本語を聴解していると思わ

れる。日本語を聞くことに慣れておらず、未習語も多いので、音、語彙、表現や文型を正確に認知

できないのは当然のことと言えよう。従って B1 の学習者には教師の予測できない Decoding・

Parsing・Meaning Constructionの問題が起きる可能性が高いことが観察された。「名前のない手紙」の

データを中、以下に教師の予測できない例を５つ挙げる。  

 

例１「えっとそれから何か自転車とベルについてもあった」（L3 資料 16   14-15)。 
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仮説として、L3 は「僕がお宅のバイクからヘルメットを盗みました」という箇所を聴いたときに、

音と語彙の認知をしながら、自転車の鐘と連想した可能性が挙げられる。その理由の一つは、自転

車の鐘はオランダ語で「ＢＥＬ」と呼び、「ＢＥＬ」と「ヘルメット」に「Ɛ」の音が含まれている

ことにある。 

 

例２「そして何か彼のお母さんが、が、えっと、あるいは彼の奥さん、おくさん、そしたら、お母さんでい

けるかな？はい、じゃあおくさん」（L3 資料 16   21-23)。 

 

 先に理解したことに基づいて、語彙の認知に対して自己モニターを活用して正しく推測ができた。 

 例３ L1 と L2 にとって、「頼む」と「貯める」は音が似ているため、間違って理解したのかも

しれない。（L1 資料 14 7,22,85-87）（L2 資料 15 6-7, 13-14 22,85-87）。または、「お金」と聴い

て、貯めたの「ＴＡ」だけ聴いて曖昧な推測した可能性も考えられる。 

 

 例４ G5 は、どのようにして「9.手紙を書いた人が中村さんの名前があるヘルメットを持ってい

た」という文脈上の動作主と行為の関係の理解ができたかを示す例である。また、以上の 4.2.2 の

表５の 9 は parsing 問題と「持っていた」・「持って行った」のDecoding 問題を示している。 

 

表７G5の記述方式で垂直的な解析〈資料23〉[9.手紙を書いた人が中村さんの名前があるヘルメットを持っていた] 

G5 行目 プロトコル 記述 

 82-85 

２回目 

 

 

 

ヘルメットを盗んだ少年が自分のお金

で新しいヘルメットを買って警察にも

って行った 

・四番目の段落が部分的に耳に入ってきたことが

伺える。「新しいヘルメットに買い換えました」や

「警察から連絡があり」や「高校生が中村さんの

名前が書いてあるヘルメットを持っていた」とい

う部分は耳に入っていると思われる。 

・「ほかの事件でつかまった高校生」という情報は

耳に入っていない。 

・G5 は「もっていた」を「持って行った」と聞き

取ったと思われる。・最後に、G5 は聞き取った情

報を意味付けの処理しながら、T の質問を手がか

りにしてこの文脈における動作主と行為の関係を

理解したと思われる。 

 

93,94 

 

それを盗んだ少年が。で、それを返した。

でもほかのとき新しいヘルメットを買

っているんですよね。でわからなくなっ

て。 

150-156 

 

自分の頭の中で理解していたのは、中村

さんは新しいヘルメットを買ったけど

最後に警察が彼のヘルメットを見つけ

て、忘れませんでしたかみたいについ

て、中村さんは、その少年が仕事をして

新しいのを買って警察に渡したと思っ

たということです。でもその場合少年は

ヘルメットに名前まで書くかな、変だ

な。そうじゃなかったら、そのヘルメッ

トを返したのか。でも分からない。なん

でお金を送ったのか。ヘルメットを返せ

ばよかったのに。 

163 T 少年は警察に捕まったんでしょうか。 
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166-169 はい、つかまったと思います。最初に、

少年はもうこんなことをしてはいけな

い、と言いました。だからお詫びにお金

をあげますといった。あ、多分、じゃあ

その盗んだヘルメットは少年を捕まえ

たときに警察が取り返して、それを中村

さんに返したのかな。不思議。 

 

例 4 

 次に、被験者L2 の「手紙を書いた人が中村さんのヘルメットを盗んだ」に関する例も記載する。 

 

表8：L2の記述方式で垂直的な解析〈資料 15〉[7.手紙を書いた人が中村さんのヘルメットを盗んだ] 

L2 行目 プロトコル 記述 

/ 

 

×× 

 

＋ 

 

○○  

 

一回目 

4-14 

 

 

 

はい、えっと、川崎のどこかである中村さん

が差出人が書かれていない手紙を受け取った

ことです。そしてえっと、それは多分高校生、

書き方からみてそのようで、の誰かからお金

を頼まれたことについてです。そしてどうし

て？この人は、私が思うに、自転車とヘルメ

ットを盗んで、そしてそこにはこうかいてと

どうふ、か何かの用語、私が分からない用語

がありました。でもそしてかれは頼んだ

え。。。。私はそのために彼はお金を頼んだと思

う。 

 

・L2 は「この人は」と「彼は」がだれかは

明言していない。１回目のときはL2は「こ

の人は」と「彼は」：「手紙をもらった人」

だと曖昧に推測したと思われる。２回目の

時は、「手紙を書いた人は中村さんのヘルメ

ットを盗んだ人です」という質問に×と答

えている。（88） 

 

・「こうかいて」は語彙だと発言した。原因？

聞き取りにくい箇所の連鎖反応がみられ

る。聴解にあたって、語彙の範囲が分から

なくなる可能性が指摘できる。 

88-94 私はこれも正しくないです、なぜなら私はお

宅のが書いてあって、ああはい、お宅、家の

ように、そして…はい、私はちょっと変だと

思いました、なぜならテキストのさきに言わ

れているから、それから外の人もそういうこ

とをやった人で、彼らも中村さんと、だから

私はよく分からなかったをその人、でも、全

ての人がみんな中村さんから何かを盗んだと

かはありえないから、それで…。だから、私

は迷った、それは中村さん自身のものかどう

かよく知れませんでした。 

 

２回目の時、「手紙を書いた人は中村さんの

ヘルメットを盗んだ人です」という質問に

×と答えている。 

・「僕がお宅のバイクからヘルメットを盗み

ました」という文が理解できなかった。 

・Ｌ２は、聞きとった「おたく」という語

彙を自分の背景知識や経験と連想して「愛

好者」と理解したと思われる。従って推測

は難しくなり混乱状態になったと思われ

る。 

・手紙を書いた高校生と、ヘルメットを盗

んだ高校生が同一人物であるのは推測でき

なかったとおもわれる。それは４番目の段

落の「他の事件でつかまった高校生が中村

さんの名前が書いてあるヘルメットを持っ

ていたということでした」には、の聞き取

100,102 はい、なぜなら、はい、私は先にほかのが言

われて、じゃあ、ほかの事件があったと思い

ました。そして、そのその事件も、同じよう

に、中村さんを通してとか、だから… 
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れない部分が多すぎたため、正しい推測で

きなかったからだと思われる。 

Ｌ２は混乱に巻き込まれた状態になってし

まったが、Ｔがいろいろな質問をしてＬ２

は結局この文脈における動作主と行為の関

係を推測ができた。（113-16, 140-143） 

 

 

5   指導の項目 

 

 指導項目の見地から、文脈における動作主と行為の関係の理解するため、（学習者と教師の）スト

ラテジーに関し、下記の点を指摘することができると思われる。 

・ 聴解における学習者の理解を助けるためには、文脈における動作主のDecoding の必要性を

意識させる事が大事である。 

・ B1 の学習者に関しては、聴解の過程は非常に創造的で多様性があるということを念頭に置

かなければならない。 

・ 一回テキストを聴いたあとで、教師は聞き取りにくい箇所を予測して、２，３回繰り返し

て聞かせると理解できる学習者が増える。 

・ B1 の学習者に関しては、聴解の過程で知らない語彙と認知しにくい語彙の連鎖反応がしば

しば起こることを学習者に意識させることが必要である。B1 の学習者が自分の精神状態を

冷静に分析したり、あるいはリラックスすることも、聴解の精度を上げる重要な要素であ

る。 

・ B1 の学習者に対して、聴解語彙知識を深めることの重要性を意識させること、授業中の練

習において聴解の過程を意識させることが大切であると思われる。学習者が自ら自分の聴

解プロセスにある問題点を発見することで聴解能力を上げていくために、日本語を聞く時

に理解できない原因と理解できた理由について考えさせ、話し合わせることが必要である

と思われる。聴解の過程では、聞き取った言葉を記憶しておく暗記することも重要である

ため、とても大事なので緊張を解くエクセサイズを授業に取り入れることも検討すべきで

あると思われる。 

・ 考察の結果、学習者は推測の正確さを必ずしも再確認していないことが観察された。その

点を学習者に意識させるべきであると思われる。 

・ 指導項目の見地からすると、（B1 の）学習者に関しては、教師の予測できない理解上の問

題が起きる可能性が高いことを意識すべきであろう。考察の結果、学習者は推測の正確さ

を必ずしも再確認するわけではないことが観察された。学習者が推測に関する意識を高め

れば、より正確な推測が可能となると思われる。 

 

_______________________ 

注 
1
 被験者は１３人だが、一回だけ聞いた段階で何も言えなかったG3 のデータ と 機材の不都合があったG4

のデータを考察に入れなかった。 
2本稿では、John Field の理論に利用されているDecoding, Parsing,  Meaning Constructionという概念を援用し

た。この概念は、CEFRでは、音声聴覚の技能、言語技能、意味技能と認知技能という概念にまた認知心理
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学者Andersonに提示されてるperceptual processing、parsing , utilizationという3つの過程に対応するものであろ

う。 
3
 Field 2013 

4
 Caine, Renate Nummela and Geoffrey Caine Making Connections : Teaching and the Human Brain, Nashville, TN: 

Incentive Publications, 1990; O’Malley & Chamot 1995;Bernard Lernout &Inge Provoost 2006; Bernard en Lisa 

Lernout 2009; Field 2013） 
5
 L5 の母語はオランダであり、日本語の「Ｒ」の発音はオランダ語の「Ｒ」の発音とは異なる。ベルギー人に

とって「ＲＡ」の発音は「ＤＡ」の音に近い。授業で「連絡」は「レンダク」と聞き取られたのが観察された

。 
6 
Ibid. 
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第四章 聴解活動の分析と考察 2 

会話文テキスト 
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聴解活動における学習者の推論 

 

吉田 睦 

 

 

1 はじめに 

 

 聴解活動は、日本語学習の中でも難しい学習活動の一つである。音声が聞こえた順序に文法的に

解釈していく者もいれば、既習語彙や理解できるフレーズだけを拾いながら聞く者もいるだろう。

「音声を聞いて理解する」という目に見えないプロセスは、学習者自身の特性や内的要因を含んで

おり、学ぶ側も指導する側も具体的な方法を提示するのが難しいといえる。 

 しかしながら、受容的言語活動であるこの「聴く」活動は、実践的な言語活動を評価する CEFR

において、コミュニケーションを支える基礎な能力として大切となる。実際に、海外で学ぶ日本語

学習者が経験する日本語場面は、授業や街中の観光客、自宅でのインターネットなどを通し、「話

す」というアウトプットよりも、「聞く」というインプットのほうが頻繁に行われているのではな

いだろうか。 

 ここでは CEFR、B1 レベルの学習者が行う聴解活動をもとに、「聞く」という活動にみられる推

論の過程について記述することを試みる。聴解活動は受動活動でありながら「聞き手が文脈情報や

既有の知識を手掛かりにテキストの意味を構築する、という能動的で意識的な過程（水田 1995）」

とされ、近年では学習者がどのように聞くかという聴解過程に関心が当てられている（横山2004, 杜

2009）。学習者は、新出語彙などを含む「理解可能なインプット以上のもの」を聞くとき、音声に

耳を傾けながら、分からない言葉を類推して聞き進める。推論は音声を聞き取るだけではなく、既

知の語彙・文法や状況に照らし合わせることから、CEFR が目指す自立した学習者が持つべき能力

の一つであると考えられる。本稿では、聴解活動後の内容口述において、学習者が自ら分からない

と明示した箇所に着目し、具体的な例をもとに推論とそのプロセスを観察する。 

 

2 CEFRにおける推論とスキーマ 

 

 O’Malley et al. （1989）は、聴解の認知過程を検証し、熟達した聴き手が聴き取りの過程で用い

る聴解ストラテジー1として、自己モニター（self-monitoring）、推測（inferencing）、精緻化（elaboration）

をあげている。自己モニターとは、聞き取りの過程で自らの理解を確認・検証・修正するストラテ

ジーであり、推測は聞き取れなかった語や未知語の意味を類推し理解しようとするストラテジーで

ある。精緻化は、推測に近い概念であるが聞き取った新しい情報と既有の知識や情報を関連付けて

理解しようとするストラテジーを指す。これに続き、O'Malley & Chamot（1990）Oxford（1990）

Vandergrift（1997）も推論を認知ストラテジーの一つとして捉え、音声情報の理解の不足を補い意

味を再構築するプロセスであるとした。 

一方CEFR においては推論はこのように位置づけられている。聴解活動の方略は「コンテクスト

や知識を特定して、適切なスキーマと想定されるものを活性化すること」と示され、受動的言語活

動の方略は、以下のようなプランニング・遂行・評価・修正のプロセスを通して実施される（吉島・

大橋他 2004: 76）。 
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プランニング  構成や内容についての予測を立てる、スキーマを活性化する（フレーミング）。 

↓ 

遂行      手がかりを発見し、解釈を繰り返すうち、意味が具体化され、メッセージの重 

要性や構成要素が理解される（推論）。 

↓ 

評価      推論で得た妥当性を、テクストから引き続き入ってくる情報やコンテクスト上の

手がかりをもとに、スキーマと照らし合わせる（仮説検証）。 

↓ 

修正      一致していない場合は、プランニング（フレーミング）に戻り、代わりのスキー

マを探す（仮説の再検証）。 

（吉島・大橋他 2004: 76） 

 

 上記のプロセスにおける「手がかりの発見」と「推論」においては、B1 レベルの学習者の能力

記述として以下のようなグリッドが提示されている。 

 

手がかりの発見と推論（話し言葉と書き言葉） 

B2 要点の把握を含め、理解のために多様な方略を駆使でき、コンテクスト上の手がかりから理解の当否

を確かめることができる。 

B1 自分の関心や専門に関連するテクストの中で、馴染みのない単語の意味を文脈から推測できる。 

話題が身近なものであれば、時には知らない単語の意味を文脈から推定し、文の意味を推論できる。 

A2 日常の具体的な内容や話題の短いテクストや、発話の全体の意味を手がかりに、知らない単語のおお

よその意味を文脈から引き出すことができる。 

 （吉島・大橋他 2004: 76） 

 

 また今回は、聴解という受容活動を観察する過程で、「自己モニター」を行う様子が多く見られ

た。自己モニターを規定するグリッドはまだ能力記述として明記されていないが、吉島・大橋他

（2004: 97）は、「コミュニケーションの流れのなかで、心的活動や能力を見直し、適正化するもの」

として、以下のように示している。 

 

・領域や、主題のスキーマの変化など、不測の事態に対処すること。 

・記憶の欠如などがもたらす結果として、対話や産出において起こるコミュニケーションの断絶

に対処すること。 

・言い直し、間接的な表現、言い換え、助けを求めるなどの補償方略を使って、当面の課題に対

するコミュニケーション能力の不適切性に対処すること。 

・（説明を求めることによって）誤った理解や解釈に対処すること。 

・（修正の方略の使用によって）言い換え、聞き間違えに対処すること。 

 

 聴解活動後の内容口述には、理解した内容を振り返りながら推論をする様子がみられる。資料で

は、学習者が理解できなかった個所を直接指し示す部分を対象とし、推論とその前後のプロセスを

考察する。 
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3 資料 

 

3.1 調査の手順 

 調査は学習者が音声資料を聞き、全体を聞き終わった直後に理解内容を口述するという形で行っ

た。その後部分的に音声を再生し、部分ごとに理解内容を確認した。調査においては、聴解の実態

や過程を考察するため、全て学習者側の母語を使用した。 

 

3.2 本資料の特性 

 対象とした聴解資料は、「最近はもう全部メールで」というインタビュー形式の音声資料である。

登場人物は男性、女性、インタビュアーであり、最近は手紙よりメールでのコミュニケーションが

多いという内容を議論する。この資料の難しい点は、インタビュアーが男性、女性に意見を問う設

定が把握しにくい、「年賀状」「便箋」「拝啓」等の文化的な語が含まれる、主語が省略され話し

手が明示されない、「じゃん？」「あります？」のような常体・敬体が混合している、「～ですけ

ど。」のように文が途中で終了する等が考えられる。このような状況や言語表現は通常の会話でも

想定できるが、映像を伴わない音声資料理解の過程には、様々な推論が働くと考えられる。 

 

4 結果と考察 

 

4.1 分析結果 

 読解・聴解活動において理解過程を分析するための方法として、1 主語・1 述語を基準に資料を

区切る手法として IU（Idea Unit）がある。音声資料である会話を IU で示すと以下のようになる（表

1）。 

 

表 1 聴解資料の IU（Idea Unit）一覧 

IU番号 IU 要点 

1 やっぱり自分でそのペンをもって、その書く テーマの提示(ｲﾝﾀﾋﾞ

ｭｱｰ) 2 どうでしょうね、そういうコミュニケーションの手段は最近。 

3 手紙（をもらうと）ちょっと嬉しい。 手紙をもらうと嬉し

い(ﾊﾂﾐ･ﾀｹﾛｳ) 4 うん、もらったら嬉しい。 

5 けど、（手紙を）もうあんまり書かない。 年賀状の例の提示(ﾀ

ｹﾛｳ) 6 昔は年賀所は、自分の字で書いてたけど。 

7 最近はもう全部メールで（書く）。 

8 ま、仲いい友達同士だったら（年賀状を）全部メールで済まして。 

9 ちゃんとした間柄と言うか、会社の上司とかだったらちゃんと（年賀状を）書く。 

10 （年賀状を）相手に合わせて送る。 

11 じゃあ、やっぱり、本当の手紙ね。 本当に手紙をもらっ

た経験があるか質問

(ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ) 

12 便箋があって、便箋に何か文字がつらねてあるみたいなものは。 

13 拝啓とか？ 間接的な回答(ﾊﾂﾐ) 

14 アハハ 

15 あんまり…。 再度質問(ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ) 
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16 受けることある、あの、もらうことあります？そういう手紙。 

17 ないですね…、ないですね。 回答(ﾀｹﾛｳ) 

18 私この間、その学校の始まるプログラムで、その先生に、校長先生に手紙を書かなき

ゃいけないっつうのがあって。 

学校のプログラムで

正式な形式での手紙

を書いた経験を提示

(ﾊﾂﾐ) 

19 ちゃんとしたフォーマットで書きなさいって書いてあったのね。 

20 で、知らないじゃん？ 

21 うん。 

22 でー、そんな「前略」とかも知らないし。 

23 で、「拝啓」、季節の言葉、自分の体調、あなたはいかがですか。 

24 えー、で、近況を書く。 

25 で、ま、「敬具」みたいな感じで。 

26 で、最後に自分の名前とか相手のね、書くのよ。 

27 誰々様、で何々…、て書くの。 

28 初めて（ちゃんとしたフォーマットで書くことを）やって、 

29 で、先生から（手紙が）返ってきたんだけど。 

30 （手紙を）もらった時は嬉しかったけど。 

31 メールだとほらもう前略でいきなり題名でさ、ビジネスメールとかもそうだけど。 

32 そうすると、普通の、まあそのあの会社の、会社の組織内でも、そういうその手書き

の…、手書きのいわゆる手紙っていうのはないね。 

会社でも手書きの手

紙があるか質問(ｲﾝﾀ

ﾋﾞｭｱｰ) 

33 ないね。 回答(ﾀｹﾛｳ) 

34 メモでしょ？  補足回答(ﾊﾂﾐ) 

35 手紙っていうかメモ。 

36 じゃあ会社同士の通信っていうのは、みんなやっぱりコンピュータ？ 会社の通信はコンピ

ュータか質問(ｲﾝﾀﾋﾞ

ｭｱｰ) 

37 Eメール。 回答(ﾀｹﾛｳ) 

38 Eメール。 復唱(ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ) 

 

またVandergrift（1997）は、O'Malley & Chamot（1990）Oxford（1990）らの認知ストラテジーを

経て、推論を「テキスト内や文脈上の情報を使って、身近でない言語事項の意味や結果の予測、不

足している情報を推測すること」、精緻化を「テクストの外の既存知識や文脈を使って知識を関連

付け、結果を予測したり不足情報を補うこと」として以下のように分類している（表 2,,3）。 
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表 2 Inferencing（推論） 

分類 方法 詳細 

1a  言語 テキスト内の既知語彙を用いて意味を推測する 

1b 音声・パラ言語 声のトーンやパラ言語を用いて推測する 

1c  動作 表情やジェスチャーから推測する 

1d  非言語要素 背景にある音声や話者関係、質問紙などから推測する 

1e 部分 テキストの部分情報(語彙等)から推測する 

 

表 3 Elaboration（精緻化） 

分類 方法 詳細 

2a  個人的知識 個人的な経験から推測する 

2b 一般的知識 一般的な経験、常識から推測する 

2c  学術的知識 学術的な場や学習過程で得た情報から推測する 

2d  質問 論理的にブレインストーミングするため、質問の組み合わせを使い推測する 

2e 創造的知識 あらすじや経験談から推測する 

2f  イメージ 写真や図などの情報から推測する 

 

本稿では推論をより広範囲に捉え、Vandergrift（1997）の推論と精緻化を推論の方法として分析

する。以下の表 4 は、学習者の発話にみられた推論について、推論の対象、推論箇所（表 1 で示す

IU に基づく）、学習者・資料行数、推論のリソース（理解できないことのみを示した場合は、問題

特定と示す）、推論の方法（表 2,3 を参照）、推論の成否（○は成功、×は不成功、△は部分的また

は近い推測をしている場合を指す）を示したものである。 

 

表 4 学習者の発話内に現れた推論箇所一覧 

対象 IU番号 推論箇所 学習者・行数 推論のリソース 推論の方法 成否 判定 

内容 1 ペンで書く L3・65 テクスト内情報 1e ○ A 

内容 2 手紙を書く理由 L2・87 テクスト外情報 2a × B13 

語彙  手段 L6・54 テクスト外情報 1a × B13 

語彙 6 年賀状 G6・64 テクスト外情報 2b, 2d × B13 

L3・78 テクスト外情報 1a, 2c × A 

内容 9  ちゃんと書く G5 ・41 テクスト外情報 2a × B13 

語彙 間柄 L5・98 問題特定 - - B13 

内容 11-12 本当の手紙を書く経験 G3・67 テクスト内情報 2d ○ A 

語彙 12 便箋 G1・14, 66 テクスト外情報 2a △ B11 

G4・78 問題特定 - - B11 

L2・97 問題の特定 - × B13 

L5・112 テクスト外情報 2a × B13 

L4・17 問題特定 - - B11 

内容 18 学校 G1・84 問題特定 - - B11 

手紙を書く G4・21 テクスト外情報 1a × B11 
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G5・19 テクスト外情報 2b ○ B13 

G6・81 テクスト内情報 2a △ B13 

L1・90 テクスト内情報 1e × B12 

L2・14 テクスト外情報 2a × B13 

内容 16 そういう手紙 G4・57 テクスト外情報 1b ○ B11 

内容 19 ちゃんとしたフォーマット G2・18 問題特定のみ - - B12 

語彙 23 拝啓 G2・78 テクスト内情報 1e △ B12 

G3・12 テクスト内情報 1b × A 

G3・83 テクスト外情報 2c, 2d △ A 

L4・103 テクスト内情報 1b × B11 

季節の言葉 G5・67 テクスト外情報 2c、2d ○ B13 

語彙 24 近況を書く L2・17 問題特定のみ - - B13 

内容 28 書いたことがある G1・90 問題特定のみ - - B11 

G5・56 テクスト外情報 2a ○ B13 

内容 29 先生から手紙をもらう G1・100 テクスト内情報 1e ○ B11 

G2・91 テクスト内情報 2e △ B12 

語彙 32 組織 L3・120 テクスト外情報 1a, 1b × A 

L4・123 テクスト外情報 1b, 2b × B11 

内容 36 会社でメールを使う G6・38 テクスト外情報 2b ○ B13 

 

 表からは同じ個所を複数の学習者が推論していること、また同じ推論対象であっても推論方法が

異なること、またその推論が必ずしも成功しない場合があることがわかる。次に語彙に関する推論、

内容に関する推論の別に、具体的な例を考察する。 

 

4.2 語彙に関する推論 

 初めて聞く聴解資料には、新出語彙が含まれることがある。教室活動では予め新出語彙を導入す

る等のステップを設けることができるが、CEFR が示す社会的な状況においては、リアルタイムで

聞き取る力が求められるだろう。次にあげる例は、資料中にみられる「便箋」「年賀状」「組織」「拝

啓」という語彙について、学習者が推論を巡らせている場面である。 

 

■ 便箋 （IU12） 

L2（資料 27 97）「私は彼女はびんせいと言うと思うけど、それが何かわからなくて、」 

G1（資料 32 65）「びんせんという種類の手紙を受け取ったことがあるかどうか聞きますが、そ 

れが何だかよくわかりません。だからさっきラブレターだと思いました」 

  

 資料の中で特に難しかったのが便箋という語彙である。「はがき」や「手紙」といったよく使わ

れる語彙とは異なり、日本語学習の過程であまり触れる機会のない語彙である。L2 は便箋を「びん

せい」と聞き取り、理解できないことを示しているが、具体的な推論までには至っていない。一方

で、G1 は便箋を「手紙の種類」とまで特定できており、ラブレターというテキスト外の情報を示

している。推論自体は不成功であったが、手紙の形式に関する言葉だということは推測できている

といえる。この例から、推論に至らずに問題特定のみを示すことがあること、また正確に推測でき
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なくても、同じカテゴリーを思い浮かべながらその後の文章を聞き進めてゆくことができることが

わかる。実際の教室活動では、推論の前段階やわからなくてもカテゴライズをするというステップ

を位置づけることが重要となるといえるだろう。 

 

■ 年賀状 （IU6） 

L3（資料 28 78）「年賀状、これはよくわからない、でも（ネンガジョウの）ジョウは場所でしょ。

場所の場。私はよくわかりません。」 

 

 次に、年賀状の例を見る。L3 は、年賀状の意味を音と漢字から推測することを試みている。ジョ

ウという漢字から「場」を推測し、漢字から語彙の意味が推測できることを実践したストラテジー

であるといえる。実際には推測が成功しなかったものの、漢字語彙の成り立ちという既存の知識と

結び付けて推論することができている。聴解は読解活動と異なり文字情報がないため、こうして漢

字の音を頼りに推測することも一つの方法であると考えられる。 

 

■ 組織 （IU32） 

L3（資料 28 121）「私が聞くのはそうしき、でも彼女が葬式について話しているわけじゃないと思

います、…」 

L4（資料 29 123）「会社のそうしきと言いました。会社の式、会社の式に招待状をもらうときと同

じように、それもメールになるということです。」 

 

 ここでは、「会社の組織内の…」という部分を「葬式」と聞き間違えた例を示す。L3 は、「そうし

き」と聞こえたことを示しつつ、「葬式について話しているわけじゃない」とテキストの文脈に照

らして推論の成否を確かめている、また L4 は「そうしき」の「式」という音から会社の正式な行

事を思い浮かべ、手紙との関連付けを試みている。どちらの推論も正しいものではないが、テキス

トの主旨を振り返ることで、自分の推論が正しいかどうかをモニターする「評価」の段階が意識さ

れていることがわかる。実際の教室場面では、推論を試みるだけではなく、その推論が正しいかど

うかを確かめる過程を指導することが大切となるだろう。 

 

■ 拝啓 （IU23） 

G2（資料 33 78, 85）「はいけん、という言葉が聞こえましたが。（中略）詩の一種とか…？（中略）

というのは、後から季節の言葉、つまり季節に関係する言葉、季節を思わせる言葉というのが聞こ

えたので。」 

L4（資料 29 103）「そしてはいけんと聞きましたが、はいけんは背景です。」 

 

 最後に、手紙の挨拶部分である「拝啓」について推論している資料を示す。G2、L4 ともに拝啓

を「はいけん」と聞いており、L4 は「組織」の時と同様、語彙の音から既知の漢字を推測している。

G2 は拝啓が手紙の挨拶に使われていることまでを推測できており、拝啓が聞こえた箇所とは離れ

た箇所から推測のリソースを引き出していている。これについて杜（2009）は、効果的な聞き手は

推論対象から離れた箇所にある情報を手掛かりにすると述べていることから、理解できなかった語

彙に対しては、その前後の文脈だけではなく広範囲の文脈からの情報をもとに推測するよう指導す

ることが必要であると考えられる。 
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以上の語彙に関する推論の例から、一語彙に対し学習者によって様々な推論が行われていたこと

を示した。B2 の推論のグリッドには「理解のために多様な方法を駆使でき（略）」とあるが、こう

した推論を一つ一つ実践し、成功体験を積み重ねていく練習も効果的であると思われる。また自分

の推論を再度モニターすることで、その成否を「評価」することができれば、より自立した学習者

に近づくのではないだろうか。 

 

4.3 内容に関する推論 

 次に内容に関する推論を取り上げる。ここでは、竹内論文において「前後のコンテクストからや

や独立しており、論旨を再構成する必要がある」と述べられているハツミの経験談について推論を

試みる例を示す。 

 

■ 学校のプログラムでの教師宛ての手紙を書いた経験談 （IU18-31） 

L1（資料 26 90）「はっきりわかりませんが、名前の何かについて、そしてその次の何かについて、

先生がそれに対して何か言ったことについてだと思いましたが、ちゃんとわかりません。」 

L2（資料 27 14）「私が思うに、以前学校で課題があって、それで文章を作らなければならなかった。」 

G1（資料 32 100）「先生が彼女に手紙をあげたと言っていると思いました。」 

G5（資料 36 56）「中学校とか小学校とか高校とかよくわからないけど、たぶん若いときでしょう。

だって初めて書いたから、どうやって手紙を書くかわからないでしょう。」 

G5（資料 36 67）「でもここでは、春が来ましたがお元気ですかみたいなことは言わないですよね。

でも日本では使うでしょうけど。」 

 

 L1 は、ハツミの経験談について、はっきりとは分からないが大意をつかもうと試みている様子で

ある。しかしながら聴解活動の性質上、記憶が曖昧な場合に情報を確かめることができず、推論に

まで至っていない。また L2 は、手紙を書くという経験談の主旨を「文章を作る」としているが、

大きくは間違っていない。G1 は動作の方向性を反対に推測してしまい、主語が省略されやすい会

話の形式に起こりやすい例だと考えられる。G5 の二つの例は、学習者自身の意見をもとに推論が

行われている。「書式がわからない＝若いときの経験談」や自分の国の文化と比較しながら考える

こと等、テキスト外情報を用いて、積極的に推論を行っている。 

  

■ 最近は手紙ではなくメールを使用することが多い (IU 全体) 

G5（資料 36 41）「ちゃんと書くってことは、メールってことか、自分の字で書くかどちらかよくわ

からない。たぶんメールの事だと思う。ちゃんと書いてってことは、きれいに書くことだから、メ

ールのほうがきれいかなって。」 

G6（資料 37 38）「会社の同僚の間ではどうもメールのほうが多いと言っていました。それはたぶん、

そのほうが早いからとか。」 

 

 最後に「最近は手紙ではなくメールを使用することが多い」という本資料の主題に関連する箇所

で推論を行っている例を示す。G5 は、推論のリソースに自分の意見や感覚を加えたことで「ちゃ

んと書く＝メール」という本資料とは異なる解釈を行った。手書きの手紙の意味ではなく、メール

のほうがきれいという独自の解釈を加えたことは効果的な聞き手であると考えられるが、推論の成

否には結びつかなかった。一方 G6 は、会社でメールを用いるという内容に対し、メールのほうが
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早いからだろうという一般的知識を推論のリソースとした。資料中にはこの点が直接述べられてい

ないが、推論を補足する形で客観的な意見を述べた例である。 

 内容に関する推論では、あらすじや大意などの推論にテクスト外情報を用いる学習者も多かった。

効果的な学習者はトップダウン、ボトムアップ双方からの推論過程を示す(O’Malley et al.1989)と言

われていることから、指導においてもトップダウンの聴解ストラテジーの必要性が指摘できる。

（例：「声のクローズ」聴解資料のある部分を無音にし、その個所を推測させる聴解活動（杜 2009））

しかしながら、教室外で日本語に触れる機会がない場合、トップダウン型の推論を成功させるため

のテクスト外情報を得ることが難しく、飛躍した解釈により推論の成功に結びつかない場合もある。

そのため、日ごろから推論のリソースとなるような豊富な言語知識、日本文化への理解等を心がけ、

また教師も積極的に指導することによって、より聞く力の幅が広がっていくのではないだろうか。 

 

5 おわりに 

 

 分析では、語彙、内容の視点から、学習者自身が具体的な箇所を指摘しながら推論する事例を観

察した。聴解活動は、他の三技能に比べ自分の理解に応じたペースで進めることが難しく、聞き返

しや辞書の使用など、他の代替ストラテジーを用いることできない。聴解活動の難しさを指摘する

研究も多く、聞くことに関する確立した教授法や学習法は未だ少ないといえる。本資料においても、

この聴解活動の難しさについて述べている箇所が幾つか見受けられた。例えば、「会話らしさ」（「こ

れは本当の会話っぽかったように感じました、なぜならテキストを読み上げたりする日本人もいる

けどそれはあまり自然じゃない感じがします（L2 資料 27 122）」）、「音声の不自然さ」（「雑音とか、

もごもご言うこととか。それはそうだったけど何を言っていたか、自分はいくつかわからない単語

があったけど、もし彼らが話し方がとてもはっきりしていたら、私はわかっただろうと思います。

（L6 資料 31 40）」）、「文末の省略」（「私はたくさんの文は終わっていないと思います。（L3 資料

28 43）」）、「話者構成」（「私は会話に何人の人がいたかわかりませんでした。先生は今言ったけども

う忘れてしまいました。3 人か 4 人、とにかく、私は 2 名の女性と 2 名の男性の 4 名だと思います

が、私は時々戸惑いました。（L5 資料 30 22）」）「聴解のスピード」（「あら、だめだ、またしらない」

とちょっと思ったいくつかの用語、そして聞き続けようとしなければならなくて、なぜなら「この

用語はどういう意味か」をかんがえようとするからです。でも出てこなかった。（L2 資料 27 40）

など、学習者自身の発話においても、聴解活動を行うにあたって難しかった点が述べられた。通常、

正誤問題などで判定されやすい聴解能力も、こうして学習者自身が口述することにより、なぜ難し

いと感じたかというプロセスが示されたと考えられる。これまで聴解研究は、言語処理過程モデル

やスキーマ理論など、読解において進められた研究が援用されてきたが、単に意味を受け取る過程

ではなく聞き手の既有知識と照らし合わせながら積極的に意味を構築していく過程であるという

関心が広がっている（横山, 2004）。そのため、学習者が「どのように聞いているか」という過程に

関する分析も、今後深めていかなければならないだろう。推論の過程を可視化できない聴解活動に

おいては、学習者の思考に沿ったデータをみることで、B1 レベル、また自立した学習者を表すた

めの手掛かりが得られるのではないだろうか。 

 

注. 

1 聴解ストラテジーは、「新しい情報を学習したり保持したり、あいまいな情報を理解するために活性化され

た心理過程を「ストラテジー」という。ストラテジーの明確な特徴は、それらが意識的なもの、あるいは意識
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化可能なものであること、理解や学習、保持を強化するためのものであることである。」と定義される（O’Malley 

et al. 1989, 水田1995）。 
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B1レベルの聴解を考える 

―「聞き取れる」ことと「分かる」こと― 

 

竹内 泰子 

 

1 記述の解釈と観察・考察のポイント 

 

 本稿では B1 レベルの口頭の受容活動、つまり聴解について考察する。データは聴解の 2 つのタ

スクのうち学習者に日本人 3 人の間の日常会話（インタビュー形式）を聞かせたものを使用する。 

 ＣＥＦＲでこの聴解タスクに関連する記述を見てみると、標準語（B1）または耳慣れた発音（B1+）

で、明瞭に話されていること、身近な話題（B1）または普段の仕事上の話題（B1+）など慣れた話

題であること、などの条件下で、B1 レベルなら要点を理解でき、B1+ならさらに具体的な詳細も理

解できる、とされている（吉島茂・大橋理枝他 2004 pp.70-71, 4.4.2.1.）。その中で、特に「議論の要点」

を「普通に理解する」（同上、pp.71「母語話者同士の対話の理解」）というのは実際どんなことを指す

のだろうか。データの観察を通じて、学習者が何を、どのように、どのくらい理解しているのかに

ついて考える。また、日常会話という形態に特有の言語形式にも注意を向け、効果的な指導の方向

性を探ってみたい。 

 

2. 使用した会話テクストの構成と要点 

 

 使用した会話テクストを分析してみると、全体の流れは次のようになっている。 

1/ インタビュアーが「自分でペンを持って書くっていうコミュニケーション」というテーマを提

示し意見を求める 

2/ ハツミ、タケロウともに「（手紙をもらったら）うれしい」と答える 

3/ 続けてタケロウが年賀状の例を提示する。年賀状は、昔は手書きだったが最近は友達なら全部

メールで、会社の上司などの場合は手書きにする、と述べる 

4/ インタビュアーが「本当の手紙」をもらうことがあるか質問する 

5/ 質問に対し、ハツミは直接回答しない。タケロウは「ないですね」と答える 

6/ ハツミが学校のプログラムで「ちゃんとしたフォーマットで」校長先生に手紙を書くというタ

スクを行った経験談を披露する。「ちゃんとしたフォーマット」の詳細も説明する 

7/ インタビュアーが再び話題を手書きの手紙の使用の有無に戻し、「普通の/…/会社の組織内」で

も手書きの手紙はないか、と確認要求する 

8/ タケロウが「ないね」と賛同する 

9/ ハツミが「（会社で手書きで書くものといったら）メモでしょ？」と補足情報を提示する 

10/ インタビュアーが「会社同士の通信」は「みんなやっぱりコンピュータ」か、と確認要求する 

11/ タケロウ、ハツミ共に「Eメール」と答え、インタビュアーに賛同する 

  

インタビュアーは「手書きの手紙」及び「メールの使用」について計 4 回質問をしている。それに
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対する答えは一貫して“手紙は使うことがない、最近はメールがほとんど”というものである。会

話の「要点」となる要素は、何度も取り上げられたテーマや他のものに比べて参加者によって展開

された時間が長いテーマ、また議論の焦点や結論となるような発話部分だと考えれば、上記の点が

この会話テクストの「要点」と考えてよいだろう 1。 

 会話中ではそれに加え、タケロウが年賀状を例に手紙とメールを比較し、ハツミは手書きの手紙

を書くタスクを行った経験談を挿入している。 

 

3. 学習者は何が分かったか – B1 レベルの聴解能力 

 

 前項で観察した、今回使用した会話テクストの構造と理解の難易度に関係はあるだろうか。ここ

では学習者が理解できた部分や、逆に理解が比較的困難だったと見受けられる部分を観察する。 

 

 3.1 学習者が理解できた部分の考察  

タスクに使用した会話中、手紙とメールについて話しているということ、つまり話の主題について

はほぼ全員が理解している。これは、テクスト中に「手紙」が 6 回、「メール」はタイトルも含め

ると 7 回出てくることから、ある程度当然の結果と言える。 

 まず被験者中最も理解度が低いと判定された L3 とG3 の場合 2、一回目の聞き取り直後の内容説

明の際、この手紙とメールについて結局何が言われていたのか、という点が説明できていない。 

 

例 1「私はえっと、手で手紙を書くこととメールを送ることえっとの違いについてだとわかりました。そして

はいおそらくそれは、それは当然メールを送ることの利点としての変化でしょう、えっと…私は手書きの手紙

はそれはそれはそれはもっと個人的になると聞いたと思います。」(資料 28 L3 23-26) 

  

上記の例では、「手で手紙で書くこととメールを送ること」というテーマには触れているが、両者

について何が言われていたか、という点に関しては、「違いについて」、「メールを送ることの利点

としての変化」など、どのように違うのか、どう変化したのかなどの細部に触れずどのようにもと

れるような表現を使っている。聞き取れた単語を手がかりに大体の内容を推測しているように見受

けられる。 

 次に理解度の点で中間層、つまりＢ１２と判定された G２のような学習者の場合、「正式な手紙

よりメールを使う人のほうが多くて、受け取るのも一般的にメール」(G2 資料 33 16-17)だという

点、「企業でも情報はメールで送」(G2 資料 33 17)る点、はおさえ、またハツミの体験談も部分的

には理解している（「手紙をどう書くかについてだったか・・・」G2 資料 33 18）。「手紙とメー

ル」というテーマに対して何が言われているかは分かっており、全体の つながりも見えていると言

えそうだ。 

 また、最も理解度が高いＢ１３と判定された学習者（L5, G5, G6）の場合、会話の全体像だけで

なく細部までかなり正確に理解しており、特に自分が分からなかった部分をきちんと把握している

のが特徴である。 

 

例 2「ここはちょっとややこしいです、えーと、女の人がきせつのことばとかについて話して、えーと、先生

から教わったのかは分からないんですけど・・・まあいいや、手紙をどうやって書くか、最後に名前を書くと

か、礼儀正しい挨拶表現を使って・・・話し相手に・・・じゃなくて、手紙を受け取る相手に敬意をきちんと
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見せるとか、えーと・・・それからあの女の人は何て言ったかな、こう言った、もらったときうれしかった、

OK、彼女はそういう手紙をもらったときはうれしかったと言いました、でもその後はよく分かりませんでし

た、メールの話をするんですけど、たぶんえーとそれから、よく・・・一番よく受け取るのはメールで、メー

ルではいろいろと省略されていると、それから・・・わかりません、わかりません」(資料 37 G6 117-126) 

  

大部分の学習者が理解した部分は、インタビュアーの質問（情報要求または確認要求）とそれに対

する答え、といういわゆる隣接応答ペアになっている。これはなぜだろうか。学習者が「質問-答え」

という型を認識すると、インタビュアーの質問がフォーカスとなって答えの部分の理解が容易にな

ると考えられるかもしれない。 

 また、次の L4 の証言のように、答えの部分が分かった場合は演繹によって質問を後から類推し

て理解する、というストラテジーも観察された。 

 

例 3「えっと、そんなそんなコミュニケーションをどう思いますかという質問という基本的なアイディアがわ

かります。でも、ペンで書くことについてだと分かりませんでした。でも、その後を聞いて、今全部メールで

す。つまり前のところから演繹できます。」(L4 資料 29 51-56) 

 

 3.2. 理解が困難だった部分の分析 

学習者にとって最も難しかったと見受けられる部分はタケロウの「相手に合わせて使い分ける」、

という部分とハツミの「ちゃんとしたフォーマット」の説明および体験談の部分で、最も理解度が

高かった（評定でB13 とされた）でも全員は理解できなかった。これらの部分に共通するのは、イ

ンタビュアーの質問への答えの後に、または答え以外に話者が補足的に付け足した情報だという点

だ。例えば、ハツミの体験談の部分では、「学校の始まるプログラムで・・・」と切り出し、 

 

1）発話に先立つインタビュアーの質問がなくいきなりハツミが話し始める 

2）メールか手書きかというテーマでなく、「学校でちゃんとしたフォーマットの手紙の書き方を習

った」という体験談を自発的に挿入している 

3）被験者の学生が知らない言葉がまとまって出てくる 

4）ハツミが一人で比較的長く話している 

 

という特徴が指摘できる。つまり、この部分は会話の前後のコンテクストからやや独立しており、

聞き手はハツミの発話内で体験談のコンテクストと出来事、そして論旨を再構築しなければならな

い。それが難しさにつながっていると考えられそうだ。 

 以上の観察から、会話の構造が学習者の理解にある程度関係していることが分かった。 

 

4.  聞く活動をどのように意識しているか – 学習者のメタ認識 

 

4.1. 自分の理解度をどのように認識するか 

 理解度が比較的低い（判定Ｂ１１）学習者は自分の理解度についての認識自体が不確かだという

特徴がある。 

 G3（評定ではA2）の例を見てみよう。G3 は「全部はわからない (G3 資料 34 24-25)」が「ち

ょっとした言葉は時々」聞き取れると言っている (G3 資料 34 29)。しかしその後、詳細を説明
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しようとしたができず、「おかしいです、分かるような気がします (G3 資料 34 51)」と述べてい

る。 

 二度目に部分的に切って聞かせた部分を観察すると、確かに部分的には聞き取れているように見

受けられる。以下の部分では、この会話の要点である「本当の手紙はもう書かない」という点を聞

き取っていることがわかる。しかし、G3 は一度目の聞き取り後の全体の要旨の説明の際、この点

には触れていない。 

 

例 4  

＜じゃあ、やっぱり本当の手紙ね ～ ないですね＞ 

T  「どお」 

S「ほんとのてがみ、手紙について話します。もう書かないという事ですか、えっと、多分そういう事」（G3 

資料 34 63-68） 

  

つまり、部分部分は聞き取れているのだが、全体のつながりが捉えられておらず、総じてきわめて

曖昧に「分かるような」印象を持っていると考えられる。「聞き取ること」と「理解すること」と

がうまくリンクしていない例である。 

 次の L4 はG3 とは逆に「分からない」という印象を持ってしまうケースで、知らない、または聞

き取れなかった単語が完全に障壁となってしまっている。以下は聴解タスクに使用した音声資料の

スクリプトの一部である。「便箋」という言葉が未習であること、ハツミの「拝啓とか？」という

言葉がインタビュアーの「あんまり」の部分とオーバーラップしていること（下線部、筆者による）、

などから分かりにくいと証言した学習者が多かった部分である。 

 

インタビュアー：じゃあ、やっぱり、本当の手紙ね。便箋があって、便箋に何か文字がつらねてあるみたいな

ものは。 

ハツミ：拝啓とか？アハハ 

インタビュアー：あんまり・・・。受けることある、あの、もらうことあります？そういう手紙。 

タケロウ：ないですね・・・、ないですね。 

 

例 5「はい、それはそのべんせい、そうメモに書きました、です。彼女は何か本当の手紙について話したいで

すが、でも私はべんせいがわかりませんから、私は実は彼女は何が言いたいかわかりません。だから」 (L4 資

料 29 75-79)  

 

 この部分を見ると、L4 が「べんせい」という自分が知らない単語にこだわるあまり、要点（「本

当の手紙」）は理解しているにもかかわらず分からないという印象を持ってしまっていることが分

かる。この他にも、L4 は細部にこだわって「分からない」と判断する傾向が観察された。 

 

例 6「そしてはいけんと聞きましたが、はいけんは背景です。でもそれが何の意味かわかりません。えっと、

じぶんでえっと一つの、一つの名前を書くか何かで始まります。でもよくわかりません。部分ごとがわかりま

す。」(L4 資料 29 103-106)  

 

 同じ部分について、理解度の高い学習者は分からない単語を上手に無視しているのが興味深い。 
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例 7「それで、彼女は本当の手紙について話します。わからないけど、多分、きちんとした書式の日本の伝統

的な手紙のこと。彼女はそういうのをもらうか聞くけど彼はもらわないという。はいけん、ということばがな

かったかな。これはだいたいわかったことです。ここでは彼女が本当の手紙をもらうかと彼にきいている。彼

はいいえと答える。」（G7 資料 38 55-61） 

  

「本当の手紙」は L4 同様聞き取れているが、「便箋」については何も述べず、「わからないけど、

多分」きちんとした手紙のことだろうと大筋を捉えている。また、「拝啓」という言葉も意味がわ

からなかったが、あまり気に留めていない。そのため、この部分をうまくクリアできているのであ

る。このように、聞き方にも学習者ごとにスタイルがあるようだ。 

 理解度の低い学習者は、「自分が分かっているのか分かっていないのかがよく分からない」状態

なのだと言えそうだ。指導の際に、内容の確認と同時に、学習者が聴解活動について、自分にどの

ような傾向があるかというストラテジーの側面や、何が聞き取れていてそこから自分がどのように

理解したのか、といった理解のプロセスについても意識化するようにしてみたらどうだろうか。 

 

4.2. 学習者は何を難しいと感じているか − 会話の特徴との関連から 

 学習者が難しいと感じる理由としてあげている要素には以下のようなものがある。 

 

1) 知らない語彙や表現  

例 8「速く話してはいなかったのですが意味がよく分からない単語や形がたまにあって、それで。でも速く話

しすぎているとは思いませんでした。」(G1 資料 32 24-25) 

 

2) 会話に現れる文の形が学習してきたものと違う。終止の形で終わらない文など、「普通の文」で

ないもの。 

例 9「ここでもちょっと、ここはタイミングのせいでも、ある時にはよくわかりませんでした。私はたくさん

の文は終わっていないと思います。なぜならこれは、本当に、...」(L3 資料 28 42-43) 

例 10「でも、文が普通の文じゃなかったので、それが難しかったです。」(G4 資料 35 39-40) 

 

3) 話者の特定/ 発話の重なりや笑いなど  

例 11「えっと、誰が何を言っていたかいつもはっきりしなかったです。私は何人いたかよくわかりませんで

した。またえっと時々同時に話したり、笑ったりして、そのとき私はちょっとわからなくなって、流れが見え

なくなりました。…」(L5 資料 30 58-60) 

 

4) 雑音 

例 12「周りにちょっと騒音がある時の会話はいつも難しいです、でも、集中しようとしました、でも」(G3 

資料 3 30-32) 

 

5) 不明瞭な発音 

例 12「はい、雑音とか、もごもご言うこととか。それはそうだったけど何を言っていたか自身は、いくつか

わからない単語があったけど、もし彼らが話し方がとてもはっきりしていたら、私はわかっただろうと思いま

す。」（L6 資料 34 40-43） 
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 1 と 2 は言語的な要素に起因する難しさ、3 と 4 は言語外的な要素からくる難しさだと言えるだ

ろう。このうち、1 の「知らない語彙・形」は B1 レベルの学習者にとっては全ての活動に共通す

る問題である。 

 自然な日常会話という言語形態に特徴的な要素（言語的、及びパラ言語的なもの 3）も学習者の

聴解活動において難しさの一つとなりうる。学習者自身、「文が普通の文じゃなかったので、それ

が難しかった」(G4 資料 35 38-40)、「たくさんの文は終わっていないと思います」(L3 資料 28 

40-43)等、会話の日本語の特徴に気づいている。データの観察、及び学習者の証言をもとに、何が

指導のポイントとなりうるか考えてみたい。 

 

4.2.1. 様々な文末の形 4
 

 日本語の会話の特徴として、「動詞がそのままむきだしで使われることは少なく、何らかの表現

が追加されている」（メイナード 2005:372）ことが挙げられる。今回使用した会話テクストを参照

してみると、例えば以下のような文末の形を見つけることができる。 

 

-テ形（タケロウ「仲いい友達同士だったら全部メールで済まして。」「で、ま、「敬具」みたいな感

じで。」） 

-～し（ハツミ「でー、そんな「前略」とかも知らないし。」） 

-～けど（ハツミ「初めてやって、で、先生から返ってきたんだけど。もらった時は嬉しかったけど。

メールだとほらもう前略でいきなり題名でさ、ビジネスメールとかもそうだけど。」） 

-～じゃん？（ハツミ「で、知らないじゃん？」） 

 

 この中で、特に「～けど」について考察を加える。ハツミは会話中で「学校でちゃんとした手紙

の書き方を習った」という内容の体験談を披露するが、上記の例のように、その後半部分で「～け

ど」を何度もくり返し使って発話を続けている。この部分はほとんどの学習者が分からなかったと

証言している。実際、理解度が最も高い学習者の一人である G6 もこの部分では「分からない」と

言っている(G6 資料 37 116-117, 124-125)。 

 この例に出てくる「～けど」は、メイナード(2005)に引用されている金城(2001)
5の分類による「言

いさし」の「けれども」にあたると考えられ、その基本的な意味は、自分が提供する情報が相手に

とって不十分であったり、相手の意図や期待にそえないものなのではないかという話し手の意識の

現れであるという。つまり、この「～けど」は、話者が自分の発話が筋が通った、的を射たものか

どうか自信がない時に使われると言えそうだ。実際、ハツミの発話中、この部分の論理的なつなが

りは弱く、そのため学習者がこの部分が全体とどう関連しているのか掴めず分からないという印象

を持つのも、ある意味で当然のことと言える。 

 この「～けど」の例に限らず、これらの文末の表現の多くは、話者の態度や相手に対する配慮を

表したり、時には発話順番を保持するためのストラテジーとして使われる要素で、話の実質的な意

味とは別に扱ってよいことが多い。指導の際、学習者にこのような言語使用の実際に気づかせるよ

うにすれば、「分からない」という印象を弱める効果が期待できるかもしれない。 

 

4.2.2. 省略 

 省略も自然な話し言葉の特徴の一つである。今回のデータ中に目的語が省略されているために学

習者が分からなかった例が見られた。以下に会話テクストの最初の部分を抜粋する。 
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インタビュアー：どうでしょうね、やっぱり自分でそのペンを持って、その書くっていうそういう

コミュニケーションの手段は、最近。 

ハツミ：手紙ちょっと嬉しい。 

タケロウ：うん、もらったら嬉しい。けど、もうあんまり書かない。（後省略） 

  

インタビュアーの質問中の「自分でペンを持って書くというコミュニケーション」はハツミが言い

換えているように「手紙」を意味している。タケロウはハツミの発話を受けて「（手紙を）もらっ

たら嬉しい」と発話しているわけだが、この部分について、L4 は「難しいです。もらったはもらう。

えっと私は何をもらったかはわかりません」(L4 資料 29 59-60)と述べている。このように、応答

文では目的語を繰り返さないというような「省略」学習者の理解を難しくする要因として働くこと

があるということが観察された。 

 

4.2.3. その他 - 倒置などの語順の問題、イントネーションなど 

 以下に、使用した会話データの分析から、今回特に学習者にとって理解の障壁または助けとなっ

ている様子は観察されなかったが、会話の日本語の特徴として学習者に指導したらよいのではない

かと感じた要素を挙げる。 

− 倒置などの語順の問題や途中で切れている文 

 倒置を含めた語順の乱れや最後まで発話されず切れている文なども会話の特徴としてしばしば

指摘される点である（前出の L4 の「たくさんの文は終わっていないと思います」という証言も参

照）。今回のデータでは、例えばインタビュアーの発話の中に「受けることある、あの、もらうこ

とあります？そういう手紙。」という倒置文の例が見られる。今回この文が理解できなかった学習

者はいなかった。これはなぜだろうか。「手紙」について話しているというスキーマが強く働いて

いるためか（ただしその場合、どのような場合にスキーマが働かなくなるのかという疑問が出てく

る）、動詞と目的語の距離が比較的近いためか、一人の話者による発話だからか、さらに別の原因

があるのか。この点は、4.2.2.で言及した目的語の省略のケースや途中で切れている文などの例と合

わせてより詳しく観察・考察すれば興味深いだろう。いずれにせよ、こうした語順の乱れや省略な

どの要素も、自然な会話の日本語の特徴として学習者に例示しておくことが大切なのではないかと 

 

− イントネーション 

 イントネーションについては、今回使用した会話テクスト中では、1 カ所（インタビュアー「あ

の、もらうことあります↑」）を除き、疑問文でも全て下降イントネーションが使われていた。質

問のイントネーションとして学習する上昇イントネーションは、実際はあまり使われない場合もあ

るということに気づいた。ただ、この点は内容の理解には影響していないようで、意味を誤解した

例は見られなかった。実際、日常会話の要点のみを理解するためにはそれほど細部まで発話のニュ

アンスを理解する必要はないのかもしれない。しかし、このような音声的な知識は、音声特徴から

話者の発話態度や含意を捉えるという点で、B1 レベルで学習すると次のレベルへのステップとな

るのではないかと考えた。 

 

− 談話標識 

 今回の会話テクスト中では、例えば、やっぱり、じゃあ、で、などの接続表現、または談話標識

が使用されていた。これらの要素も、「これがわからなければ意味が理解できない」というほど決
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定的な役割は必ずしも持っていなくとも、「全体の議論の流れを理解する」という点では助けにな

るだろう。 

 

5. 終わりに 

 今回CEFR の記述を理解する上で私が最も気になったのは「要点を普通に理解できる」という部

分であった。要点については使用した会話テクストを分析することである程度納得できたが、「普

通に理解する」という点は最後まで意味が掴めず、引っかかっている。「普通に」というのは、「特

別な努力なしに」「分からない、という印象に妨害されずに」といった意味だろうか。 

 そのような疑問を持ちながらデータを観察して興味深いと感じたのは、L4 の例であった。L4 は、

一回目の聴解タスクの後の説明の部分ではほとんど内容を理解していないような印象を受けた。し

かし、少しずつ聞いていく部分を観察すると、予想したより様々な要素を聞き取っているのである。

しかし、L4 は分からない単語や表現に注意を向ける傾向が強く、そのために全体の意味が見えてい

ないように思われた。また、そのため本人も「分かった」という印象がなく、「分からない」に意

識が向いてしまっているようだ。 

 この、「聞き取れたこと」と「分かったこと」との距離が、理解度が低い学習者の場合、理解へ

の障壁のひとつとなっているのではないだろうか。そして、学習者の個人的なスタイルや、自分の

能力に対する心理的な態度、言い換えれば聞き取れるという自信が、聞き取れた要素を全体の意味

につなげていく上で比較的重要なのではないかと考えるに至った。 

 指導に際しては、このような「聴く」という活動に関するメタ認識（聴解のプロセス、自分のス

タイル、ストラテジーなど）と同時に、会話の構造を捉えるのに役立つ談話標識、話者の態度や相

手配慮を表す様々な文末表現、途中で切れている文や倒置、省略、イントネーションなどを含めた

会話の日本語の様々な特徴を考慮に入れ、形と意味との関連を確認するように指導しつつ、何がど

のくらい聞き取れたか、に注意を向けさせるようにすることが有効なのではないだろうか。 

______________________________________________ 

注. 
1今回の実験では、学習者は聴解タスクの冒頭で録音タイトル「最近はもう全部メールで」を聞いている。タ

イトルが聞き取れた学習者はかなり早い段階で「手紙とメールの比較」というスキーマが活性化し、要点を推

測できた可能性がある。実際の会話場面とは状況が少々違う点だと言える。 
2会話の聞き取りのタスクでの各学習者の評定は以下の通り （本報告書第一章参照） 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

B12 B12 B11 B11 B13 B12 B12 B12 B11 B11 B13 B13 B12 

B13 
3実際の会話の場面では、身振りや表情などの非言語要素もコミュニケーションの構成要素のひとつであるが

今回は聴解のみを扱い、学習者には視覚的な情報は与えられなかったため本稿では考察の対象としない。 
4ここでは「文末の形」をメイナード（1993、2005）に従って「文と認められる発話の最終部分」（2005:372）

とする。 
5メイナード(2005):372 
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今後の活動目標 
 

  

 

  このプロジェクトの最終目標は CEFR に沿った B1 レベルのカリキュラム作りであり、そのカリキ

ュラムは様々な機関で活用できるように客観的で汎用性のあるものを目指している。その形態に関

しては、大学、成人教育など、教育機関の性格を越えて使用できるものとしてモジュール形式もの

を考えている。内容は、昨年度行った欧州における日本語学習者の言語活動調査に関する大規模ア

ンケートの結果を踏まえ、課題遂行を念頭に置いた行動中心的なものを目指したい。 

 来年、このプロジェクトの最終年度にあたっては、両機関でそれぞれ教材を作成し試行する計画

がある。その結果を分析しながら、より効果的な指導法を考え、カリキュラムの作成を行っていき

たい。 
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付録：分析データ 
 

資料１～資料 13  

読解データ：13 名 

発話思考法によるプロトコル、インタビューの書き起こし、及び 日本語訳  

  

 

資料 14～資料 25  

聴解 1 データ：12 名 

再話・回想インタビュー、正誤問題とインタビューの書き起こし、及び 日本語訳  

  

 

資料 26～資料 38  

聴解 2 データ：13 名 

再話・回想インタビュー、部分聞き取りと再話の書き起こし、及び 日本語訳  

 

 

 

次頁に一覧表を掲載する。 

データ自体は下記URL「2012 年度活動報告書」より参照可能 

http://japanologie.arts.kuleuven.be/node/8566/ 

http://japanologie.arts.kuleuven.be/node/8566/
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資料 1 読解 L1 

資料 2 読解 L2 

資料 3 読解 L3 

資料 4 読解 L4 

資料 5 読解 L5 

資料 6 読解 L6 

資料 7 読解 G1 

資料 8 読解 G2 

資料 9 読解 G3 

資料 10 読解 G4 

資料 11 読解 G5 

資料 12 読解 G6 

資料 13 読解 G7 

資料 14 聴解 1 L1 

資料 15 聴解 1 L2 

資料 16 聴解 1 L3 

資料 17 聴解 1 L4 

資料 18 聴解 1 L5 

資料 19 聴解 1 L6 

資料 20 聴解 1 G1 

資料 21 聴解 1 G2 

資料 22 聴解 1 G3 

資料 23 聴解 1 G5 

資料 24 聴解 1 G6 

資料 25 聴解 1 G7 

資料 26 聴解 2 L1 

資料 27 聴解 2 L2 

資料 28 聴解 2 L3 

資料 29 聴解 2 L4 

資料 30 聴解 2 L5 

資料 31 聴解 2 L6 

資料 32 聴解 2 G1 

資料 33 聴解 2 G2 

資料 34 聴解 2 G3 

資料 35 聴解 2 G4 

資料 36 聴解 2 G5 

資料 37 聴解 2 G6 

資料 38 聴解 2 G7 

 


