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北海道大学留学生センタ一紀要 第 4号 (2000) [研究ノート]

「何を」教えるかの再吟味へ

一日本人評価研究の意義と限界一

小中本ミナ

[AbstractJ How do]apanese native speakers evaluate learners' ]apanese 

performance? In this paper， 1 report on a preliminary research study 

carried out on this topic， and reexamine the working hypothesis that has 

been obtain巴d.!¥巴xt，1 introduce the outline of a "]apanese evaluation" 

research project on which we have b巴enworking during the current 

y巴ar，and confirm th巴 significanceof this research. It is pointed out that 

there is a possibility that its results are not being considered though 

restructuring the syllabus， and that this restrせctnringis a pressing need 

in the field of ]apanese language education 

1. はじめに

コミュニケーション能力の獲得を目標とする日本語教育においては、

語の体系的側面だけでなく、運用的側面についても適宜シラパス(教授項

目)にとりこんでいく必要がある O しかし、コミュニケーションに関わる

要素は多岐にわたるので、優先的にシラパスに盛り込むべき項目とそうで

ない項目を選別しなければならない。その際、日本語母語話者が学習者の

日本語に接したときに、どのような点に注目しどのような評価を下すかを

知ること(=日本人評価研究)は、シラパスへの寂り込みや教える際の優

先順位を決める上で意義がある。このような前提にたち、筆者らは「日本

語学習者が行うロールプレイを日本語母語話者に視聴させ自由にその印象

を語ってもらう J という方法で、日本語母語話者のプロトコルを収集して

きた(参考丈献参照)。

本稿では、まず、プロトコル収集によってこれまでに得られた作業仮説

を報告、整理する O 次に、今年度(平成12年度)より筆者らが取り組んで

いる研究プロジェクトの概要を紹介する O 最後に、作業仮説を検討するこ

とにより、日本人評緬研究の意義と限界を考察する O
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日本語教育の分野においては、「何を」教えるかの再吟味シラパス

の再構築)が必要であるにも関わらず、そのための作業が立ち遅れている

可能性がある O

2. 日本人評価研究とは何か

本稿でいう日本人評価研究とは、概略、次のようなものである。

日本人評価研究:日本語学習者の日本語運用に対して日本語母語話者が

何に注自しどのように評価するかを明らかにする研究

ここでいう「評価」とは、「授業で学習者の発話の誤りを直すJ I試験で

xx点をつけるJ Iコース終了時に合格か不合格かを判定する」といった、

教育課程における評価や測定だけに限定されたものではなく、例えば、

「話をしてとても楽しかったJ I何を言いたいのかよくわからなかった」

「言いたいことはわかるがず、いぶん失礼な人だ、と思った」といった、印象、

感想のレベルまでをも広く含んだものである。言い替えれば、学習者の日

本語運用を「文法規則にあっているか」とか「習った文型をどれだけ使え

るようになったか」とか「既習語棄を覚えているか」といった教室内の規

点ではなく、「学習者の周囲にいる人々がどう感じるか」という教室外の

視点からとらえていく立場といえる。

なお、「日本語学習者」という語を用いてはいるが、これは自然習得者

と相対する概念としての教室内学習者に限定するものではなく、両者を広

く含んで考えるものである。さらに、評価する主体が「日本語母語話者」

となってはいるが、例えば「上級学習者が初級学習者を評価するJ I学習

同士が互いに評価しあう」等のように、「非母語話者J が評価の主体であ

る場合もある O しかし、ここでは便宜的に、評倍される者を「学習者」、

評価する者を「母語話者」として論を進めることとする。

3. なぜ母語話者による評価なのか

2.で述べた日本人評価研究を、日本語に限定せずに考えれば、「学習者

の言語運用に対する母語話者の評価に関する研究」と広くとらえ直すこと

ができる。母語話者による評価に関する研究には、誤用の重みづけ、外国

語教育における教師の誤用訂正、誤用がコミュニケーションに及ぼす影響、



といった観点からの考察がみられる o Burt (1975) は、丈全体の理解に及

ぼさない「局部的誤り(localerror) J と全般的な理解に影響を及ぼす「全

体的誤り (globalerror) J を区別し、後者が母語話者の「苛立ち」を引き

起こすと述べている。 Hughesand Lascaratou (1982) は、 ドイツ人英語

学習者による32の誤用を、英語を母語とする英語教師、ドイツ諾を母語と

する英語教師、英語教師でないドイツ語母語話者、それぞれ10名ずつに「深

刻さ (seriousness)J の点から判断させている。その結果、 ドイツ諾を母

語とする英語教師は「違反している規則の基礎性 (basicnessof the rules 

infringed) J をもっとも重視したのに対して、英語教師でないドイツ語母

語話者は「わかりやすさ(intelligibility)J を重視していた。そして、英

語を母語とする英語教師は、両方の基準をもってはいるが、どちらかとい

えば「わかりやすさ」に重きをおいていたことが報告されている O

日本語については、越 (1991)が、文法、語輩、表記などの誤りの重さ

を比較している O また、市JI!(1993) は、複文の理解にどれだけ関わるか

という観点から誤りの分類を行っている。石崎(1999) は、学習者の発話

を母語話者にビデオで視聴させ母語話者が抱いた印象(主観的評値)と学

習者の発話の分析結果(客観的評価)との違いを考察している O 国実 (2000)

は、助詞やテンスなどの誤りを含んだ文を日本語母語話者と日本語教師に

提示し、それぞれの誤用の重みづけを比較している O

母語話者による評価が研ー究トピックとして取り上げられるようになった

のは1970年代以時であり、外国語教育におけるコミュニカテイブ・アブロ

ーチの台頭と時期を同じくしていることは興味深い。これは、外国語教育

の目標が「言語体系についての知識の獲得」から「コミュニケーション能

力の獲得」に移行するに伴い、到達自標やシラパスの設定のためには、円

滑なコミュニケーションを支える要因を明らかにする必要に迫られたため

と考えられる O 先に掲げた Hughesand Lascaratou (1982) では、学習者

の誤用を評価するのに、 3つのグループがそれぞれ異なる基準を用いてい

たという知見から、「コミュニケーション能力の獲得を日標とする外国語

教育では、「わかりやすさJ といったコミュニケーションの有効性を取り

入れていく必要がある (pp.175)J という結論が導かれており、教師以外

の母諾話者による評価がシラパス設計と関係づけられている O また、石崎

(1999) では、音の高低が意味のわかりやすさと感情面(憶にさわるかど

うか)の両面の評価に関係するという知見から、「意味の伝達に支障のす
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くない細かい文法的な誤りを訂正するlJ、上に、適切に音の高低をコントロ

ールする力を養成すること、意味の区切りと音声上の匿切りを一致させる

ことが重要な教授課題であると言える (pp.3l)J と述べ、シラパス設計、

教室活動への還元を示唆している O

このように、母語話者による評価研究は、その出発点からも、研究成果

を何らかの形で外国語(第二言語)教育に応用させようとしているものが

多い。

4. これまでに行ったプロトコル収集

本章では、筆者らがこれまでに行ってきたプロトコル収集について述べ

るO

4.1 プロトコル収集の内容と方法

目的:学習者の日本語運用に接した母語話者が、何に注目し、どのよう

な運用をプラス/マイナス評価に結びつけるかを知るための資料

を得る O

方法:1) 日本語学習者にロール・プレイを行ってもらい、それをビデ

オで録画する(以下、「刺激ピ、デオJ)o ロール・カードの指

示の例を下に示す。ロール・プレイの相手は、日本語教師が

つとめた。

!l'U 1 : You haye to submit your homework today. But you haye not 

finished it. Apologize to your teacher and tell when you can 

glve Jt 

(今日が街j題の締め切りですが、まだ終わっていません。相手

に謝って、いつ提出するか伝えてください)

例2: Yourやo臼ldlike to ask yo自rteacher to check your letter which 

you wrote in ] apanese 

(あなたが日本語で書いた手紙をチェックしてくれるよう、頼

んでください)

z) I刺激ピ、デオ」 を日本語母語話者等に視聴させ、

を自由に語ってもらい、

印象や感想、

(以下、その様子を録音、録画する
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「評価資料J)0 その際、次の 3点に腎意した。

・質問項目を設定しない rこの学生の発音はどうで、すか」

「文法は正確だと思いますか」といった質開をして、注目

してほしいところを提示しない。

・誘導しない rこの言い方って失礼だと思いませんか」

「日本人だったら、こうは言いませんよね」といったよう

に、印象や感想、の方向を示さない。

@評価しない rそうですね、いいポイントで、すねJ rえっ、

そんなことないんじゃないで、すか」のように、母語話者が

述べた印象や感想、を評価することはしない。

3) r評{出資料」を分析する。

4.2 これまでに得5れた作業仮説

このようなプロトコル収集によって、これまでに得られた作業仮説を以

下に掲げる。 4.2.1-4.2.3は評価者、 4.2.4は学習者の日本語レベル、

4.2.5-4.2.7は言語運用の要素のそれぞれに注呂し、分析したものである。

(斜体は、評価者から得られたコメントの原文)

4.2.1 一般臼本人による評価

悪かった点より良かった点に日を向ける傾向がある O 注目しやすい項目

とそうでない項目がある O 評価が吾文しやすい項目とわかれやすい項目が

ある。(原田・小池・小林 1998、原田 1998)

4.2.2 日本語教師とー殻臼本人による評髄の遣い

共通点:あいづちゃネの寵用、話の切り出し、切り上げが自然かどうか、

問い返しゃ確認の有無が評価と関係する O 相違点一般日本人は)

規出よりコミュニケーションの遂行をより重要と考える O にこやか、無表

南といった要素が評価と関係する。キーセンテンスかどうかで評価が変わ

る。意味が分かる範囲での文法ミス、アクセント・イントネーションの不

自然さはマイナス評価と関係しない。(小池・原田・小林 1998、小池 1998)

(大学の留学生担当職員などの)外国人と日常的に接している日本人は、

文法に関してあまり注目しない。文法的には正しい丈を日本人なら使わな

い文脈で使用したとき注目し、「日本人っぽくななしりという評価につな
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がる。(小池 1999)

一散日本人と日本語教師の音声の評価には高い相関がある O 学習者のレ

ベルによって評価が変わるときと変わらないときがある O 次のような音声

的特般の評価が低しミ。リズムの乱れ、高低アクセントに強さをもちこむ、

起伏式十上昇イントネーションを王子板式にする等。(河野・松崎 1998)

4.2.3 上級E本語学習者による評価

i(言葉は/日本語は)こう話すべきである」という信念をそれぞれに

もち、それに従って評価を行っている可能性がある。丈誌や若音会どる非

常に大事だ?と思うが、人厨関係を一番大事に LなければならとtVl
o ;fi.'6ぞ

れを一番大事に Lています。(小池・小林 1998)

4.2.4 学習者の日本語レベルと評価

日本語レベルが低い段階では、間違いや不自然さよりも会話が成立して

いるかどうかに注目する O この段階では話を Lていて相手にわかってるら

えるかがポイント。助認の使い方が明達ヲているれ学習期閣を考えたら

仕方がをいと，EうO 日本語レベルが高いと(評価者が)認識すると、言語

形式、待遇表現などに関して、より適切で正確な短い方を要求するように

なる。スムーズに話Lているので日本訴のレベルは高いと思うが、「ええJ

とか「ま -Jとか語尾をやたらに伸?j"LてせっかぐのレベJHf接 Lている O

周いていて帰国人だとわかる人が敬語を使うと、かえってその周若いが邪

麿にと去るが、日本人のようだとどう Lτ敬語、使わないのかと思う。こう

やってよ子公人とよ手とや会い人を比べてみ石と、 t1.還が要求する度合い

が変わってぐるのがこんをにはっきりと自分の意識の中にででぐるとは忠

わと~'かった。(原田 1999)

4.2.5 音声に関する評価

外国語なまりに寛大で、ある O アクセントは「日本語らしさ」にあまり

献しない。単音レベルの発音は同定できれば問題としない。上昇イントネ

ーションや引き伸ばしに注目する。誤っていても声は大きい方が聞き取り

やすくて良いとする。テンポが遅いと自信がなさそうで印象が良くない。

(河野・小林・小池・原田 1999、河野 1999)



4.2.6 文法に関する評価

統語規則に逸脱した明らかな誤り(行きた、じようずくない等)が、必

ずしも注目されやすいわけではない。誤った結果が、日本語にあり得る形

式と一致すると、それが誤 IJと認識されないことがある。亡;::>iどの規則に

逸脱したのか」という規則をみていたのでは誤りの重さはわからない。コ

ミュニケーションの遂行という点では「どう逸脱したか」がより重要であ

るo (小林 1999)

4.2.7 ジェスチャーに関する評価

日本語母語話者の多くは学習者のジェスチャーが「ストーリー」全体の

理解の助けになると信じている O ただし、それが実際の評価に必ずしも反

映されるとは限らないし、「日本語力」の評舗とつながっているわけでも

ない。ヂのジェスチャーみたいをのがあってわかりやすかった。話がJ分か

りづらかった分、ジェスデャーでよ〈なった。学習者のジェスチャー使用

li評価者に好印象を与えるこ主星空主ι三三三三土二"e'fli}三;Ip{j;主主主c
Lている O強調Lたいところで力をλれている。好感を 6ヮた。(柳町 1999，

印刷中)

5. 臼本人評価研究ブロジ:クトの概要

上述の成果をふまえて、今年度から 4か年計i屈で、行っているのが「日本

人評価」研究に関する以下のプロジェクトである O

名称 i日本人は何に注目して外国人の日本語運用を評価するかJ (平成

12-15年度丈部省科学研究費基盤研究(倒的

組織:研究代表者:小林ミナ、研究分担者:柳町智治、小池真理、河合靖

(以上、北海道大学)、山内博之(実践女子大学)、河野俊之(同志

社女子大学)、横溝紳一郎、松崎寛(以上、広島大学)、研究協力者

:原由明子(群馬大学)、鈴木志のぶ(北海道大学)

目的 1)外国人の日本語運用に対する日本人の評価の実態を明らかにす

る。

2 )上の1)で得られた知見を、日本語教育の現場に還元する具体

的方策を考察する O

方 法 1 ) i刺激ビ、デオ」の作成
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外国人の日本語運用資料(ロールプレイ、自由会話、独話)を

収集、録画する O それを編集し、日本人による評怖を収集するた

めの「刺激ビデオ」を作成する。

2) r評価資料」の収集

「刺激ピ‘デオ」を日本人に視聴してもらい、それに対する評備

やコメント(=r評価資料J を、質問紙法、プロトコル法によ

り収集する O

3) r評価資料」の分析

「評価資料」を分析し、日本人が外国人の日本語運用に接した

とき「どこに注目するかJ rどのような言語運用をプラス/マイ

ナス評価に結びつけるか」を考察する。

4 )日本語教育への還元

上の 3つの作業で、得られた成果を、日本語教育の現場へ還元す

る具体的方策を検討する。

初年震である今年は、パイロット調査用の「刺激ビ、デオ」を作成した。

現在は、メンバーがそれぞれの視点から分析を行っているところである O

6. 日本人評価研究の意義と限界

ここでは、 4.で述べた作業仮説を検討することを通じて、「シラパス設

計への還元」という観点から、日本人評価研究の意義と限界を考察する。

6.1 r評{酉に関わる要素」は「優先的に教える要素」か?

4.2.2では、問い返しゃ確認の有無といった、いわゆるコミュニケーシ

ヨン・ストラテジーのf主用が評価と関係することを指摘した。また、

4.2.5では、アクセントは日本語らしさの評価にはあまり貢献せず、上昇

イントネーションや引き伸ばしが注目されやすいことがわかった。このよ

うな結果から、「言語項目だけでなくコミュニケーション・ストラテジー

も教えるべきであるJ rアクセントよりもイントネーションやリズムに重

点をおいたほうがよしU といった結論を導くことができる。

このような結論は、コミュニケーション能力の養成を目標とする日本語

教育にとって、至極まっとうで魅力的なものにみえる。なぜなら、教える

内容や優先順位を決めるのに、実証的な裏付けをもった提言ができるから
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である。しかし同時に、その背景にあるものに留意する必要がある O それ

は、「評価に関わる要素J ["""優先的に教える要素」という短絡的な発想、

である O このような発想に無批判に従えば、「無表情で話すと評価が低く

なるから笑いながら話すように指導しよう J ["""ジェスチャーを使うと好感

をもってもらえるからたくさんジェスチャーを使わせよう」といった結論

が導かれる危険がある O もちろん、これは極端な例であって、良識ある日

本語教師であればこのような結論に安易に飛びつくことはあり得ないが、

「評価に関わる要素J ["""優先的に教える要素」ではないという点は、シ

ラパス設計における理念の重要性を我々に気づかれてくれる契機となる。

6.2 シラパス設計の前提

日本語に限らず、外国語教育におけるシラパス設計においては、一般的

に次のような点が暗黙のうちに前提とされているように思われる O

1)易しいものから難しいものへ["""これは本です」と「これは昨日私

が買った本で、す」では、構造的に易しい前者を先に教えようという

ことである O 動詞を教える際に「否定形(食べない)J より「肯定

形(食べるんを先に教えるのもこれと同じである O

2 )汎用性があるものから特殊なものへ:依頼・命令表現の中で、「食

べろ」より「食べてください」を先に教えるのは、多くの学習者に

とって前者より後者のほうがより広い範囲で使えるからであろう。

3 )基本から応用へ["""食べてるJ ["""忘れちゃった」といった、いわゆ

る縮約形よりも、「食べている J ["""忘れてしまった」を先に教えるの

は、音声的に変化する前の基本的なものから教えるとし寸発想、であ

る。

この三つは、相互排他的な基準ではなく、もちろん網羅的なものでもな

い。「食べている」から「食べてるJへの提出順序を、「基本から応用へ」

という視点ではなく、「汎用から特殊へ」という規点でとらえることもも

ちろん可能である O 問題とすべきは、「言語体系についての知識の獲得」

が目標であった時代の前提を、そのまま踏襲しているという点である。コ

ミュニケーション龍力の養成のためには、言語項目以外の要素も取り入れ

たシラパス設計が必要だという主張の妥当性は、論を待たない。そして、

それは、!日時代そのままの言語項目のシラパスの上にコミュニケーション

に必要な要素をつけ加えただけの、いわば寄せ集めシラパスであってはな
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らないはずである。しかし、日本語教育の分野においては、「何を」教え

るかの再吟味(ニシラパスの再構築)が必要であるにも関わらず、そのた

めの作業が立ち遅れている可能性がある O

日本人評価萌究は、「シラパス設計への還元」という点できわめて有益

な知見を我々に提供してくれる O そして、言うまでもなくそれがこの研究

の意義(の一つ)といえる。しかし問時に、「評価に関わる要素J I優

先的に教える要素」とし寸短絡的な発想、を越えるためには、言語項目を

眼においたこれまでのシラパスを一旦取り崩して自紙に戻し、コミュニケ

ーション能力の獲得に必要な要素のーっとして改めて言語体系を位置づ

け、それぞれの項目を吟味するという作業が必要であること O そして、そ

れと同時に、拠って立つ理念の構築が不可欠であることを、我々は改めて

心に留めておく必要があり、それをどう生かせるかが日本人評価研究の成

否を決めるカギと言えるだろう。
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