
　　　聴解ストラテジー使用と聴解力との関係について

一日本語を主専攻とする中国人大学生の意識調査の結果から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　松

　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨

　中国在住の日本語学習者の聴解力は4技能の中で最も上達しにくいものであると指摘さ

れている。しかし、効果的な指導法についての研究は中国では十分になされていない。効

果的な指導法を考える際に、学習者が授業でどのようなストラテジーを使っているか、ま

た、授業以外でどのようなストラテジーを使って聴解力を鍛えているかを知ることが必要

である。そこで、一つの試みとして、本稿では日本語を主専攻とする中国の大学生（2年

生）を対象に教室内と教室外での聴解ストラテジー使用の意識及び聴解ストラテジーの

使用と聴解力との関係について調査した。その結果を以下にまとめる。

（1）補償ストラテジーの「視覚的情報を見ながら聴く」、メタ認知ストラテジーの「興味が

　　あるところは熱心に聴く」、認知ストラテジーの「メモを取る」は、聴解授業でよく使

　　われている。

（2）メタ認知ストラテジーの「目標をたてる」、認知ストラテジーの「テープを繰り返して

　　聴く」は、教室外で聴解力を鍛えるものとしてよく使われている。

（3）認知ストラテジーの「全体の意味や流れを注意して聴く」、補償ストラテジーの「前後

　　のつながりから推測する」の使用と聴解力との関わりが確認された。

［キーワード］聴解ストラテジー　ストラテジーの意識的使用　聴解力

1．はじめに

　母語においても外国語においても相手の発話を聴いて理解できない限り、コミュニケー

ションは成り立たない。したがって、コミュニケーションにおいて聴解力は重要である。

しかし、外国語での聴解は母語の場合と比べ、より難しいものとなる。特に日本国外で学

習する場合、聴解力は最も上達しにくいスキルの一つであろう。赤（1997）は、日本語を主

専攻とする中国の大学生を対象に意識調査を行い、「聴く・話す・読む・書く」という4技

能の中で学生が最も困難だと感じていることは「聴くこと」であると指摘している。山本

（2000）では、日本語能力試験1級の成績から、中国語系学習者は他言語話者の学習者と比
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べて、語彙・文字・文法・読解の成績については最も高い成績を上げているにもかかわら

ず、聴解テストに限っては成績が最も低いと報告している。しかし、これらの研究では問

題の指摘にとどまり、どうすれば聴解力を高められるかについての言及はなされていない。

効果的な聴解指導法を考える前提として、ストラテジーの使用、及びその使用と聴解力と

の関係を捉えることは一つの手がかりとなるであろう。つまり、学習者が聴解に臨む際に、

どのようなストラテジーを使って内容を理解しようとしているか、また、それらのストラ

テジーが聴解に貢献しているかどうかについて知る必要がある。しかし、一口にストラテ

ジーといっても、教室内と教室外では使用されるものが異なっている。したがって、学生

が聴解力を身につけるために、聴解授業の教室で、また放課後の教室外でどのようなスト

ラテジーを用いて聴解の勉強をしているかを明らかにすることが必要であろう。ストラテ

ジー使用の実態を知ることで、学習者の持つストラテジーをより活性化させ、意識的に使

用させるような聴解指導法を開発することもでき、学習者の聴解力の向上を図ることがで

きると考えられる。

2．先行研究と本稿の位置付け

　日本国内で日本語を第二言語として学ぶ学習者が聴解を行う際のストラテジーについて

の研究としては、以下のものがある。水田（1996）は、独話における中国人上級学習者の聴

き取り上の問題と問題処理ストラテジーについて、プロトコル分析を用いて調査した。調

査の結果から、学習者の聴き取り上の問題の約半数以上は「分節化ができない（単音ある

いは語認知ができないレベル）」、「辞書的意味がわからない（語句の文字通りの意味がわか

らないもので、未知語、同音異義語や多義語、ことわざなどが理解できないレベル）」とい

うことが明らかになった。そして、それらの問題を処理する際に「推測」というストラテ

ジーが多用されていることがわかった。それは日本語の知識の不足から生じてくるもので

あると分析している。

　聴解ストラテジーの意識的使用に関する研究としては、河内山（1999）が挙げられる。河

内山（1999）は、中級レベルと初級レベルのアメリカ人日本語学習者を対象に、学習者の聴

解ストラテジーの意識的使用による効果を調査した。具体的には、実験群（聴解授業でス

トラテジーリストを提示し、意識的な使用を促されながら聴解テストを受ける）と統制群

（ストラテジーリストの提示なしに同一のテストを受ける）の得点を比較した。その結果、

「聴き手が聴解ストラテジーを意識的に使いながら聴くほうが、そうでない場合よりも高
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い聴解効果を上げ、学力の高い学習者ほどその傾向が強い」と報告している。

　一方、教室外での学習について、学習者ができるだけ多くの実践の機会（習っている外

国語の映画を見るなど）を常に教室外で求めることが必要であるということはオヅクスフ

ォード（1990、邦訳1994）によって指摘されている。山本（2000）は中国で日本語を学ぶ大学

生を対象にした研究で、日本語の自然な音声に比較的接する機会の多い学生はそうでない

学生より談話理解における聴解力が伸びるということを確認している。つまり、中国に在

住する日本人と積極的に接i触することは、聴解力の向上に役立つとしている。山本（2000）

も、意識的に学習しない限り、日本語の自然音声の豊富な環境においても聴解力の向上が

見られないと述べている。

　中国の外国語教育におけるストラテジー研究に目を向けると、英語学習者を対象にした

研究はなされている。例えば、王（2000）は、英語を主専攻とする大学生の聴解力を高める

ための重要な方法として、聴解ストラテジーの意識的使用、及びストラテジー・トレーニ

ングを挙げている。しかし、日本語を学習する大学生を対象とした聴解ストラテジーの使

用についての研究は見当たらない。そこで本稿は、日本語を主専攻とする大学生に適した

効果的な聴解指導法を開発するための基礎i研究の一つとして、大学生が聴解授業で聴解を

行う際に使用するストラテジー、及び授業以外の練習などで使うストラテジーについての

使用意識を調査し、それと聴解力との関係を分析することを試みる。

3．方法

3－1中国における聴解授業の現状

　中国の大学では、1・2学年が「低学年」、3・4学年が「高学年」と分けられている。

「低学年」では、「精読（文型・文法中心）、読解、会話、聴解」という基礎科目の授業は

ほぼ全国共通で設けられている（厳1996）。その内、聴解授業は学校によって多少異なる

が、だいたい週に2～4時間程度である。使用する教科書は日本で市販されているもの、

中国で作成され市販されているもの、また担当の教師がラジオあるいは衛星放送から録音

したものなど3種類である。授業のやり方はテープを2、3回聴かせ、知らない語彙を説明

して、細部までわかるように繰り返して聴かせ、最後に内容を日本語でリピートさせると

いう順で行うのが一般的である伊2㎜）。このようなボトムアップ的指導法は重要であ

るが、聴解力をより促進させるために、トヅプダウン的な指導法も取り入れる必要がある

と考えられる。中国の大学生に適した聴解指導法を考える際に、彼らが使用しているスト
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ラテジーを把握する必要がある。そこで、本稿は学習者のストラテジー硬用の実態を調査

し、ストラテジー使用と聴解力の関係について探る。

3－2研究課題

　本稿の研究課題は以下の3点である。

（1）学習者が聴解授業の教室でどのようなストラテジーを使用しているか。

（2）学習者が聴解授業以外でどのようなストラテジーを使用して聴解力を鍛えているか。

（3）それらのストラテジーは聴解力と関係があるか。

3－3調査対象者

　中国のA大学で日本語を主専攻とする大学生2年生28名。彼らは1年生の時から週に

2時間の聴解授業を受けている。

3－4調査期間

　2000年3月12日から3月25日まで。

3－－5質問紙

　オヅクスフォード（1990、邦訳1994）のS皿，Lを参考にしながら筆者が作成した。調査対

象者の聴解授業を担当している教師2名と検討し、指摘があった部分を変更して、聴解授

業で聴解を行う際のストラテジー一一一．については10項目、授業以外で聴解力を鍛えるための

ストラテジーについては12項目を決定した。ストラテジーの分類はオヅクスフォードの

分類に従った（表1、表2参照）。オヅクスフォードは、言語学習ストラテジーを次のよう

に分類している。

　　　　　　　　　　　／一一く鰻三三三三

　　　　　　　　　　／
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3－6データ

　2種類のデータを用いた。一つは、調査項目である各ストラテジーの使用頻度であり、

各ストラテジーの使用頻度を「5：いつもする、4：よくする、3：時々する、2：あまりしない、

1：ぜんぜんしない」という5段階に分け、選択して回答してもらった。もう一つは、聴解

ストラテジーの使用と聴解力の関係を見るために、大学で行った期末の聴解試験の成績を

使用した。

4．調査結果と考察

4－1研究課題（1）に関する結果と考察

　まず研究課題（1）の「学習者が聴解授業の教室でどのようなストラテジーを使用してい

るか」について報告する。表1は学習者が聴解授業で使うストラテジーを使用頻度の平均

値が高い順に並べたものである。

表1教室内でのストラテジーの使用頻度の平均値

順位 内容 頻度値 項目 種類
1 視覚的資料がある場合はそれを見ながら聴く 407 8 C

2 興味があるところは熱心に聴く 400 5 d
3 聞き取れたものをメモする 396 7 b

4 わからないところは前後のつながりから推測する 3．56 1 C

4 すでに持っている知識を関連づけて聴く 3．56 10 d
6 キーワードなどを探す 3．52 6 b
7 全体の意味や流れに注意して聴く 3．48 4 b
7 音声の特徴を手がかりに聴く 3．48 9 C

9 テープの中の人がこれから何を言うか考えながら聴く 326 2 C

10 わからないところは聞き流す 3．26 3 C

表1を詳しく見ると、「視覚的資料がある場合はそれを見ながら聴く」（c）、「興味がある

ところは熱心に聴く」（d）、「聞き取れたものをメモする」（b）が上位3位までを占めている。

4位から平均値の高い順に見ていくと、「わからないところは前後のつながりから推測す

る」（c）、「すでに持っている知識と関連づけて聴く」（d）、「キーワードなどを探す」（b）、「全

体の意味や流れに注意して聴く」（b）、「音声の特徴を手がかりに聴く」（c）、「テープの中の

人がこれから何を言うか考えながら聴く」（c）、「わからないところは聞き流す」（c）の順に

なっている。
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　上位を占める3項目から、2年生が聴解授業で視覚的資料という非言語的手がかりを使

って、不足している知識を補いながら自分の興味があるところに注目し、聞き取れたもの

をメモするというストラテジーを多用していることがわかる。

　以上の結果から次のことが考えられる。第一に、聴解授業で使用する教材がこの結果に

関わっているということである。

　2、3年前からA大学では、1年生の後半から2年生の前半までイラストや図表が多用

されている教材を使用している。筆者が調査した時点では、『楽しく聞こう』（文化外国語

専門学校編）を使用している。書名からもわかるように、学生の興味を湧かせやすく、ト

ピックも多様なため、持っている知識を活性化させやすい教材である。学生が聴解授業で

視覚的教材を多用していることは、「視覚的資料がある場合はそれを見ながら聴く」「興味

があるところは熱心に聴く」というストラテジーの使用頻度が高いことに関与していると

考えられる。

　また、使用頻度が3番目に高い「聞き取れたものをメモする」については、聴解授業の

指導方法と関連があると思われる。

　中国の大学では、一般的に聴きながらメモすることが聴解授業の指導方法の一つとして

よく用いられている。聴解授業で録音テープを聴いたりビデオテープを見たりし、得た情

報を口頭でアウトプットして、インプットされた情報が理解されたかどうかを確認する活

動がよく行われる。口頭でアウトプットする際の補助としてメモを用いている。中国の大

学生は聴いた内容をメモしないと、安心して聴けないという傾向もあると言われている（徐

1993）。また、中国国家教育委員会が制定した教育指導要領である『大学日本語専攻基礎

段階教育大綱』（以下『大綱』と称する）では、1年生の時から講義を聴いてメモすること

が要求されている。以上のことから、「聞き取れたものをメモする」といったストラテジー

の使用頻度が高いことが裏付けられるだろう。

　4位に「わからないところは前後のつながりから推測する」と「すでに持っている知識

と関連づけて聴く」という2つのストラテジーが見られることから、2年生がトヅプダウ

ン的なストラテジーを使って、内容を理解しようとしていることが窺える。それは前述し

たように教材からの影響も考えられる。

　6位の「キーワードなどを探す」の使用頻度がやや低い理由としては、流れてくる音声

から重要であると思われるキーワードを認識して探すのは、まだ日本語を習い始めてから

1年半の2年生にとって、かなり難しいためであろうと思われる。
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7位、9位の「全体の意味や流れに注意して聴く」「音声の特徴を手がかりに聴く」「テ

ープの中の人がこれから何を言うか考えながら聴く」の使用頻度もやや低い。2年生が使

用する教材が視覚的なものであり、視覚的サポートが大きな手がかりとなると想定される

ため、これらのストラテジーの使用頻度が低いと考えられる。

　最後となる10位の「わからないところは聞き流す」というストラテジーの使用頻度を

見ると、これがあまり使われていないことがわかる。必要な情報だけ聴き取り、あとは聞

き流すということは、母語での聴解ではよく使われるものの、外国語を聞き流すというこ

とはかなり高度な作業である。わからないところが大事な部分であるかどうかが判断でき

なければ、聞き流すことは出来ないからである。また、前述したように、中国の大学では、

すべての内容をわからせるようにテープを何回も聴かせる指導を行っている。このことが

「わからないところは聞き流す」の使用頻度の低さに関与していると思われる。

4－2研究課題（2）に関する結果と考察

　次に、研究課題（2）の「学習者が聴解授業以外でどのようなストラテジーを使用して聴解

力を鍛えているか」について報告する。表2は、学習者の教室外でのストラテジーを使用

頻度の平均値が上位のものから並べたものである。

表2　教室外でのストラテジー使用頻度の平均値

順位 内容 頻度値 項目 種類

1 聴解力を高めるための目標を立てる 3．54 1 d

1 テープをまず聞き流し、再び繰り返して聴く 3．54 3 b

3 日本の映画やドラマのビデオやVCDを見るようにする 3．39 6 d

4 日本の歌を聴くようにする 3．36 7 d

4 なるべくたくさんの語彙や文型を覚える 3．36 10 b

6 日本文化や日本事情を積極的に学ぶ 3．29 11 f

7 日本人と話す機会を見つけようとする 325 9 d
8 聴解授業の復習をする 3．21 2 a
9 日本人の友達を作るように努力する 3．00 12 d

10 ラジオの日本語の放送を聴くようにする 2．96 4 d
11 クラスメートと日本語で会話するようにする 2．57 8 d
12 NHKの衛星放送を見るようにする 1．86 5 d

表2から見ると、1位は「聴解力を高めるための目標を立てる」（d）「テープをまず聞き
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流し、再び繰り返して聴く」（b）となっている。『大綱』では、2年生の聴解における目標

が定められている。それは生の日本語の放送を聴き、内容を60％理解できなければならな

いというものである。週に2時間の授業のみで、この目標に達することは困難であろうと

想定されるため、教室外での学習で自分なりの目標を立て、教室内での学習を補いながら

聴解力を向上させようとしていることが読み取れる。一方、「テープをまず聞き流し、再び

繰り返して聴く」はよく使われている伝統的な方法である。

　3位、4位は、「日本の映画やドラマのビデオやVCDを見るようにする」（d）「日本の歌

を聴くようにする」（d）となっている。近年、中国ではそういったメディアが普及し、学生

は家にいながら簡単に日本語を聴くことができるようになった。学生が多様なメディアを

利用して聴解力を高めようと努力していると推測される。利用しやすいメディアの増加に

より、10位の「ラジオの日本語の放送を聴くようにする」（d）、12位の「NHKの衛星放

送を見るようにする」（d）（大学内でしか見られない）というストラテジーの使用頻度が低

くなっていると考えられる。

次に、4位と6位の「なるべくたくさんの語彙や文型を覚える」（b）「日本文化や日本事

情を積極的に学ぶ」①については、言語知識と背景知識がないと聴解が成り立たないため、

それらの知識を積極的に学習することが想定される。さらに、受けている授業の影響も考

えられる。2年生は主に「精読」の授業（文法・文型中心）とともに、「概況」という日本

事情の授業が設けられていることが一因であろう。

　8位の「聴解授業の復習をする」については、前述したように、学生が受けている授業

の内容が全部理解されなければならないものであるため、その内容を復習するより、3位

や4位のように日本の映画を見たり歌を聞いたりして、聴解力を鍛えていると推測される。

　最後に挙げられる特徴は、7位の「日本人と話す機会を見つけようとする」（d）、9位の

「日本人の友達を作るように努力する」（d）のような実際に日本語を使ってみるというメ

タ認知ストラテジーがあまり使用されていないことである。これは、外国語を学習する際

に直面する問題の一つであろう。それに関連する研究として、トムソン（1997）がある。ト

ムソン（1997）はオーストラリアで日本語を学習する際に、その国にいる日本人及び日本に

関するものをリソース（1）として積極的に活用した場含、優れた学習成果が期待できるので

はないかと提案している。また前述の山本（2000）の研究でも、意識的に日本語の自然な音

声に接する場面を多く持った学生のほうが、談話理解における聴解力が伸びるという結果

を得ている。今回調査した大学は北京にあり、日本人と接i触する場面が多いと推測される
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が、以上の2つのストラテジーの使用頻度が低いことは、学生がそれらのストラテジーの

重要性について十分認識していないということ、また、トムソンが指摘しているようなリ

ソースを利用しにくいかもしれないということが考えられる。したがって、教師が学生に

それらのストラテジー使用の重要性を教えると同時に、リソースを活用しやすいような場

を提供することが必要であろう。

　11位の「クラスメートと日本語で会話するようにする」（d）は使用頻度が低い。中国では

教室以外でも日本語の使用が要求される大学が多いようである。今回調査した大学では、

1年生の時から授業以外でも日本語を使おうと呼びかけている。しかし、あいさつや簡単

な会話をしたりする場合以外は、日本語をあまり使わないのが現状である。中国で日本語

を学習する際に、つい母語を使ってしまうのは無理のないことであるが、学習者同士での

学習は、教室内での学習と同様に重要であるということを学習者に認識してもらわなけれ

ばならない。

4－3研究課題（3）に関する結果と考察

　研究課題（3）の「聴解ストラテジーの使用は聴解力と関係があるか」について報告する。

聴解ストラテジーの使用と聴解力の関係を見るために、教室内及び教室外で使用する各ス

トラテジーの使用頻度の合計得点と、この大学で行った期末の聴解試験の成績を用いて相

関係数を求めた。教室内で使用するストラテジーと相関関係のあった項目を表3に示す。

その他の項目との間の相関は有意ではなかった。また教室外で使用するストラテジーは聴

解力との相関は確認されなかった。

表3　教室内での聴解ストラテジーと聴解成績の相関

項目1 項目4
相関係数 ．523 ．514

有意確率 ．005 ．005

被験者数 28 28

表3より、「わからないところは前後のつながりから推測する」（項目1）といった補償ス

トラテジー、「全体の意味や流れに注意して聴く」（項目4）といった認知ストラテジーを使

用する学生のほうが、そうでない学生より、聴解成績がよい傾向にあるといえる。

　一方、教室外で使用するストラテジーと聴解力との相関は確認されなかった。今回使用
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した成績は教室内での学習を評価するものであり、教室外での学習の効果を測りきれない

部分もあると思われる。今後、評価方法を含め、教室外での学習の効果を検討する必要が

あると考えられる。

　今回の調査において、相関関係のあったものは認知ストラテジーと補償ストラテジーで

ある。この結果だけからは、因果関係を即断できないが、もし、高い推測力が正確な聴解

に貢献するものであるならば、授業で推測力を高められるような指導を行うことにより、

学生の聴解力を向上させることができるであろう。しかし、研究課題（1）で見たように、上

位を占めているストラテジーにおいては聴解力との相関関係が確認されなかった。聴解の

場合、流れてくる音を瞬時に処理しなければならないため、どのストラテジーを使ったか

を正確に認識することが極めて難しい。また、複数のストラテジーを併用していたり、使

用の認識をしていなくても実際に使用している可能性もあると考えられる。このことが多

用されるストラテジーと聴解力との問に相関関係が見られなかった要因の一つであると考

えられる。

5．まとめと今後の課題

本稿の3つの研究課題について、以下のことが明らかになった。

（1＞学習者が聴解授業の教室でどのようなストラテジーを使用しているかについて、補償ス

　トラテジー（視覚的情報）・メタ認知ストラテジー（興味）・認知ストラテジー（メモ取

　り）が上位を占めている。

（2）学習者が聴解授業以外でどのようなストラテジーを使用して聴解力を鍛えているかに

　ついて、メタ認椥ストラテジー（目標）・認知ストラテジー（テープの繰り返し）が上位

　を占めている。

（3）聴解授業で使用するストラテジーと聴解力との間に関係があるかについて、認知ストラ

テジー（意味や流れに注意）、補償ストラテジー（推測）の使用と聴解力との関わりが確

　認された。

今回の調査では、一つの大学に絞ったことに加え、調査者の人数が少なかったため、中

国の大学生の一般的な聴解授業及び授業以外でのストラテジー使用の傾向を正確に把握す

ることはできなかった。しかし、一つのパイロヅト・スタディーとして以下の反省点が得

られた。
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反省点としては、（1）ストラテジー項目が補償ストラテジー、メタ認知ストラテジー、認

知ストラテジーに偏り、聴解と関わりの深い情意ストラテジーについての調査ができなか

ったということ、（2）視覚的サポートがある教材はストラテジーの使用に関与していること

が今回の調査でわかったが、視覚的サポートがない教材を使用する時のストラテジー梗用

について調査できなかったということ、（3）ストラテジーの使用と聴解力の関係を見るため

に、大学で行った聴解試験の成績を使用したが、その試験の問題には視覚的サポートがど

の程度入っているかを事前にチェヅクすることができなかったということである。

　反省点を踏まえて以下の点を改善することを今後の課題としたい。

（1）効果的なストラテジーの意識的使用と聴解力の関係を解明する。

（2）多くの大学で調査を行い、妥当性・信頼性の高い調査項目を案出する。

（3）教材の形態によるストラテジー使用について詳しく調査する。

注

（1）　「実社会での日本語使用のための学習に使い、実際の日本語使用にも役立ち、また日

　　本語使用の対象となる、つまり学ぶ材料である。」（トムソン1997：18）
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Analysis　of　the　Relationship　betWeen　Listening　Comprehension

　　　　　　　Strategies　and　Listening　Comprehension　Ability：

The　Case　of　Chinese　University　Students　Majoring　in　Japanese

YIN　Song

　　　　　　　　　This　paper　focuses　on　Chinese　university　students　maloring　in　Japanese

in　order　to　investigate　the　listening　comprehension　strategies　they　use　inside　and

outside　the　cIassroom，　as　weII　as　the　relationship　between　their　listening

comprehension　ability　and　the　Iistening　comprehension　strategies　they　use．　As　a

result，　the　following　peints　were　cIarified，

（1）Students　often　use　a　compensation　strategy（looking　at　visual　materials），

　　　meta－cognitive　strategy（listening　to　i耐eresting　topics）and　cognitive　strategy

　　　（taking　notes）in　listening　class，

（2）Students　often　use　a　meta－cognltive　strategy（making　listening　objectives）and

　　　cognitive　strategy　（listening　to　tapes　repeatedly｝when　they　practice　listening

　　　after　class．

（3）　Arelationship　between　listening　ability　and　use　of　a　cognitive　strategy（focusing

　　　on　passage　structure）and　compensation　strategy（guessing　meaning　from

　　　context）was　confirmed．

（Graduate　School，Ochanomizu　University）
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