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実態を分析することによって､日本語の音声や文法を学習するストラテジーをあきらかにしようとす

る研究をおこなっている._､学習者のストラテジ･-をあきらかにするために､ ｢完成した｣日本語作文

ではなく､ ｢過程｣を記録し分析しようとするところに､従来にはなかった本研究のあたらしさがあ

る｡本稿では､集積したデータの中から､具体的な例として､副助詞 ｢も｣をとりあげ論ずることで､

この研究のめざすところの-r-端を紹介したいとおもう._㌔

2 研究の方法

アンケ･･-弓-に･.資料提供者は.回答を直接E3本譜でキ--ボー一一ド入力する:漢字変換システムはシャIj,

貸間は､前も.:,.TLらされていないので､資料提供者はデ･1スプレイ'上の質問をよんで､垣筈をか

訂正.,削除､挿入､変更､誤用などをチエ,I:,iクして.資料提供者の個人デ--一夕.時間の情報とともに..

ラベルづけして､データべ-ス化する｡

2.1 資料提供者のデータ

この暗点までの資料提供者は合計 250名であるハ提供者は日本の大学 ･大学院に所属するF3本語

非母語話者で､Ej本譜能力については､日本語末習で来E]した者は在61年以1.､既習で来日した者

の場合は､それと同等以上なら在日1年未満でもかまわない､ということにした｡おおよそ日本語能

力試験2級以上とおもわれる｡平均在日歴は35か月で､最低2か月､最高140か月である｡

資料提供者の母語は､おおい順に､北京語36､朝鮮語30､タイ語 20､マレー語 18､ベトナム

語15､インドネシア語13､台湾語 12､モンゴル語10なとで､アジアの言語がおおいが､全体で

は､ヨ-ロツパ語もふくめて54言語である0

2.2 文字資料デ-タ

アンケ-卜の質問項目は以下のとおりである｡

(日 これまでに､日本国内でどんなところへ行きましたか｡

(2)大学に入ってからの日本語の授業について敢えてください｡ 喜

(3)日本語でレポートを書いて出すことがありますかo書く時ワープロやコンピュータを使いますか｡⊆

(4)大学でコンピュータを使うことがありますか｡どんな時に使いますか｡

(5)このセンターにいた時と<らべて､大学に入ってからどんなところが変わLjましたか｡

/留学する前と､留学してからと､どんなところが変わりましたか｡

(6)他にメッセージがあれば､何でも書いてください｡

/日本や大学に関する感想など自由に書いてください｡
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この質問に対する回答は､総入力文字数約 96000文字 (最低 80文字､最高 1552文字､平均

382文字)で､総入力時間は約125時間 (最低6分､最高1時間58分)である｡

3 従来の方法とのちがい

従来､外国人学習者がかいた日本語作文の誤用分析は､学習者が完成して提出した作文をチェック

して､誤用と判断したものを集積する方法でおこなわれてきた｡電子化してデータベース化する､あ

るいはデータの分類のしかたにあたらしい理論をとりいれる､といった改良はあったが､学習者が作

文をかきあげたあとから､誤用例をえらびとって分類する､という点ではおなじである｡この方法は､

学習者側 には日本語以外の能力や設備が必要ではなく､データの同時大量収集が可能である反面､ど

のようにして学習者が作文を完成したか､という過程は一切わからない｡一方､筆者グループがおこ

なっている方法は､ひとりひとりの学習者に依頼して､パーソナルコンピュータの画面上の自由記述

式アンケートにこたえる形式で､直接キ-ボード入力してもらい､その過程を信号変換してビデオテー

プに記録し､それを再生してラベルづけする､というものである｡この方法では､学習者側にある程

度のコンビュ-タリテラシ-が必要で､データ収集者側にも､通常のパソコンにビデオ信号変換装置

とビデオデッキを接続する､という環境が必要になり､デ-夕の同時大量収集がむずかしい｡しかし､

中断､訂正､削除､挿入をふくむ文章作成のすべての過程を記録することによって､これまでになかっ

た分析が可能になるわけである｡

たとえば､ ｢私が日本に来る時,家族はお金をくれました｡｣という文を学習者がかいた場合､従

来の誤用分析では､ r誤用なL,｣ ｢この学習者は基礎的な文法項目を習得している｣というような情

報しかえられない｡ところが､この一文のキ-ボ-ド入力過程をビデオテープに記録して分析すると､

｢私は｣- ｢私が｣ (｢は｣と ｢が｣の区別)､ ｢日本で｣- ｢日本に｣ (｢に｣と ｢で｣の区別)､

｢来た時｣- ｢来る時｣ (時制規則)～ ｢あげました｣- ｢くれました｣ (接受表現の規則)という

ような訂正がおこなわれていることがある｡完成した文ではなく､入力過程における訂正事項のデー

タを大量に集積し､文法項目 (上記の ｢は｣と ｢が｣の区別など)ごとにラベルづけして整理 してい

くと､ある文章表現を完成させるために学習者がどんな言語ストラテジーをつかっているかがあきら

かになり､それを母語別､あるいは学習段階別に類型化することが可能になるというわけである｡

4 副助詞 ｢も｣に関する調査

格助詞に関する訂正は､かなり出現頻度がたかく､入力過程の分析に適しているとおもわれるが､

後続する動詞の格支配とあわせてかんがえなければならないので､問題が複雑になる (土屋 1998)C

そこで､今回は副肋詞 rも｣を分析の対象にすることにした｡副助詞 ｢も｣は､日本語教育のはやい

段階で導入される基礎的な項目である上､アンケートの質問項目 (例示要求)から判断しても､出現

頻度がたかいと予想される｡そして､つぎのような仮説をたてた｡

｡仮説 :

アンケ-卜の回答をかんがえながら入力していく､という実験方法の性質と､ ｢とL)たて｣をあら

わす副助詞 ｢も｣の機能をかんがえあわせると､ ｢も｣を削除する変更よりも､加筆する変更の方

がおおいはずである｡

4.1 副助詞 rも｣に関する変更

前述のデ-夕ベースの副助詞 ｢も｣を検索したところ､596箇所がみつかった｡このうち変更だ

けをしらべると､つぎのようになった (表参照)0

検索の結果､ ｢も｣の削除の方がややおおく､ 『｢も｣を削除する変更よりも､加筆する変更の方

がおおい』という仮説は否定されたo
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表 ニ｢も｣の変更

の削隙

主格 ｢も｣を ｢が｣ ｢は｣に
対格 ｢も｣ を ｢を｣に

｢.三言二三~｢.L.+ ｢l, ｢t⊥ . ｢+､い､<I_
Ii)｣1と lこ,j iで)｣ l/よこj tー

:L -~ーlt .~t一一~~ 一一
｢時も｣を ｢時｣に

｢いつも_｣を削除

｢も_iをふ くむ句 を削除

の加章

｢が｣ ｢は｣を ｢も｣に

対格 ｢を｣を ｢も｣に

｢に｣ ｢で｣を ｢にも｣ ｢でも｣に 5
【糾し

5 ｢と｣ ｢や｣ ｢などjを ｢も｣に

H h: :r _二二I -_】】

耳 票 霊 二二二~~

lrrll

4

7･-

つ.m

i.2 副助詞 [も｣に関する変更の事例

の事例を検討することにする｡

4. 2.1 副助詞 ｢もj を加筆する変更

･i.2｡ ≡.1 福建語話者 未習で釆E3綾5亘 質問i封 の回答

｢はいOレポ-･ト作成以外,電子メイルやホ-ムぺ--ジの検索もして います ,3 ま た ､ 専 門 知 識 を 鄭 ノ1-

だ:3-JN-を･｣

＼∴

｢～また､専門知識を周いた盆藍監コンビュ-夕のプログラムを使っておこないますロ｣

J コンビュ一･夕のプログラムをつかIjておこなう作業について. ｢電子メイル｣I. rホームへ-･･一･･シ

の検索｣あげ､さらに､ ｢分析｣を<わえるために､ rも｣を加筆する変更をおこな-,,た

4.2.1.2 広幸語話者 未習で来日後4年 貸間 (6)の回答

｢日本へ来てからもう4年間が立った｣----------

r

｢日本へ来てから4年間が立った｣

--------

･:･

｢日本へ来てから4年間も立ったというのは本当に信じられません｡｣

02回変更をおこなっている｡2回目だけみると､ ｢4年間｣という期間を強調するために､ rも｣

を加筆する変更をおこなったということになる｡しかし､1回目の変更からとおしてみると､強

調の表現方法を､副詞 ｢もう｣から副助詞 ｢も｣に変更したということがわかる｡

4.2.1.3 インドネシア語話者 未習で来日後2年 質問(6)の回答

｢この間､センターでもすぐにインターネットが使えるようになると聞いたのですが､今まではまだ

できていないようですね｡それができるともっと便利なのじゃないかなと思っています｡先生方は｣■-

＼1▼

-38-



｢～D先生方もお元気でお仕事に頑張ってくださいOまた4月からここに来る後輩のこともよろしく⊥___⊥_._=:二二二二二二_.二二.二:.二
お願いします｡｣

○文章の最後にあたって､先生に対する挨拶をかこうとして､ ｢先生方は｣ではじめたが､挨拶は

慣用句的なものであり､ ｢先生方も｣でないと r先生方は｣では､次がつづかない｡そのことに

気がつき､ r先生方も｣と ｢も｣の加筆する変更をおこなったということがかんがえられる｡

4.2.2 副助詞 ｢も｣を削除する変更

4.2.2｡1 朝鮮語 丁北京語話者 大学で4年間日本語専攻後来日11年10か月

質問(5)の回答

｢見聞が広がりました｡より客観的に物事を考えたり､見たりするようになったような感じをします｡

たぶん他にも自分にも意識しない､｣.｣二二二二二二二二二二二_-
DL

｢～Cたぶん他に自分にも意識しない､いろいろな収穫があるに違いないと思います｡｣

○自分が感じる ｢収穫｣として､ r見聞が広がったこと｣､ ｢より客観的に物事を考えたり､見た

りするようになったこと｣をあげ､さらに､ r他にも自分でも意識しないいろいろな収穫がある｣

とつけくわえたかったのではないかとおもわれる｡ところが､ ｢自分でも｣を ｢自分にも｣とか

いたので､ ｢他にも｣ r自分にも｣と ｢～にも｣がつづ<ようになってしまい､同型の連続をさ

けようとして､ ｢他にも｣の ｢も｣を削除する変更をおこなったとかんがえられる｡

4.2.2.2 カンボジア語話者 未習で来日後5年 lか月 質問 (6)の回答

｢日本はアジアの誇りだと思います｡どの分野も発達｣

▼､､､▼
｢日本はアジアの誇りだと思いますOどの分野もさいこ｣こて二二二二二二二二二:_二..ニ
＼･

｢日本はアジアの誇りだと思います｡工業､産業などがとても強いです｡｣

O ｢どのAも｣とのべることは､ ｢Aに関するすべて｣ということになる｡ ｢すべて｣ではないの

で､ ｢も｣を削除する変更をおこない､ ｢～などが｣と例示する表現にすることによって､自分

がのべたいことをより正確に記述しようとしたとかんがえられる｡

4.2.2.3 タイ語話者 未習で来日後1年7か月 質問 (5)の回答

｢なかなか普通に外国人との関係のない日本人は私達の日本語がわかってくれないのです｡生活も日

本人の友達と話して､あまり面白くない｡日本語が上達していないぜいであるかもしれません｡試

験の時､｣

閲
｢～o生活では､日本人の友達と話して､あまり面白くない｡日本語が上達していないぜいであるか~~ __
もしれません｡試験の時｣

I-■

｢～｡生活も日本人の友達と話して､あまり面白くない｡日本語が上達していないぜいであるかもし

れません｡試験の時も､書く試験であれば､ちょっと難しいです｡｣

O ｢試験の暗｣に ｢も｣をつけて､とijたてるように変更しようとした｡そうすると､ r生活も｣

｢試験の時も｣と同型が連続するので､先に ｢生活も｣の ｢も｣を削除した｡しかし､ ｢AもB
も｣と対応させる表現も可能であると気づき､ ｢生活も｣を復活させて､ ｢生活も～試験の時も
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～｣という文型を完成させた｡

4･2･2･4 朝鮮語話者 未習で来日後7年1か月 質問日)の回答

｢韓国から家族が訪ねて来たりすると､東京によく行きます｡

研究旅行に行った事もありますC｣
∩
くノ

～O渡橋には､研究旅行に行った事もありますO ｣

ひ

～
[

j
)

～

東京には､研究旅行の目的でも何回か行った事もあります｡｣■■■■■■■■■■■■■1- ■

東京には､研究旅行の目的でも何回か行きました｡｣

02回変更おこなっているo最弧 ｢も｣を追記した縫製 ト 調的でも｣ r行った事も｣と過

剰になったので､次に､ 日子った事もJiの ｢もー毒を削除したI_

5 まとめと今後にむけて

本稿では､E3本譜非母語話者が日本語作文をする測 量を記録したデー-･一夕の中からL副助詞 !:-も｣･･i

とりあげ._ ｢もし.!の加筆と削除の変更の実態を分析することをこころみた:分析の結果L_ F｢も｣を

削除する変更よりも､加筆する変更の方がおおいdrjという筆者ケル-二才の仮説は否定された.

E]本譜では ｢きょうは､午前中は､関東北執 まはれますか -∴jとか ｢夜業がなくても､十曜巨]も非

常勤講師も出勤します_:というように 廿ま｣や rも｣は連続する表現が可能であるか,･8料提供者[7,3

の変更をみr7Iいくと､同型連続をさけようとする傾向がみられる∴これはいかなる理掛こよるもの丁､

あろうか､資料提供者の母語による影響もあるのであろうか 母語にかかわらず..学習者全般にいえ

ることなのであろうか L､また.,資料提供者が格助詞に自信がない場合に.､副助詞でごまかして回避し

ようとする傾向の可青E,性もあるようにおもわれ藍,し.以1の僚国をさぐるためにも､さらに､入力過程

チ-夕の収集につとめて､デ-一夕の量をふ脅す予定であるo

さて､日本語母語話者のものと比較するとどうなるのであろうか0日本人による日本語作文Å力過

程のデータの収集にもつとめ､それぞれの入力過程を比較することをおこなえば､母語話者と非母語

話者のストラテジーのちがいがあきらかになり､言語教育上有益な情報がえられるのではないかとお

もわれるO今後の課題としたいO

また､今後は､他の助詞のつかいわけや接続様式などの文法事項にfJいて､分析をすすめたいとお

もう｡そして.文法面からのカード化､データ化をすすめ､ほかのEj本譜教育 (あるいは第二言語習

得研究)関係者が利用できる形でデ-夕を希望者に公開することをめざしたい｡
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