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１．はじめに

格助詞は膠着言語としての日本語の構造上、重要な

役割をもっている。なお、格助詞の中、「に」「で」「を」

が特に筆者の注意を引いた。「に」「で」「を」は、各々

意味機能をたくさん持つ上、共通した機能も備えてい

る。孤立語である中国語を母語に持つ筆者が日本語学

習者としても仕事で日本語を教える立場からもこの三

つの格助詞の難しさを実感している。

日本語学習者の格助詞習得についての研究は横断的

にも縦断的にも多く行われてきた。近年、認知言語学

的角度からみた格助詞の習得研究も盛んになりつつあ

る。これらの研究はある程度日本語学習者の助詞の習

得過程や誤用傾向、助詞選択のストラテジーを知るこ

とができた。しかし、これら格助詞に関する研究は主

に日本にいる留学生を中心としてなされており、中国

の大学で日本語を学んでいる日本語学部生を対象にし

た研究は非常に少ない。そこで、本稿は中国の日本語

学習者の格助詞「に」「で」「を」の習得実態を明らか

にするために、中国の大学で日本語を勉強している学

習者を対象に取り上げ、横断的な穴埋めテストと内省

調査を行い、格助詞「に」「で」「を」の使用実態、機

能別正答率また、学習の方略と選択時のストラテジー

を分析・考察していく。この調査の結果を元に、教師

に、学習者の状況が理解できる材料を提供し、中国に

おける日本語教育に何か示唆を与えることができたら

と考えている。

２．先行研究

これまでの格助詞の習得については横断的にも縦断

的にもたくさんの研究がなされてきた。各助詞の習得

順序や使いわけの研究が多いほか、場所を示す「に」

と「で」も取り上げられている。その中、格助詞「に」
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「で」「を」を扱った研究には松田・斉藤（1992）、久

保田（1994）、猪崎（1995）生田・久保田（1994）、

八木（1996）、などがある。それぞれの研究における

対象者母語や人数の違いがあり、出された結果も一致

しないものが多いが、主に以下のことが明らかになっ

ている。

①初級日本語学習者に「に」の過剰使用が見られる１。

②格助詞「ニ」と「デ」を使い分ける際に、「ユニッ

ト形成ストラテジー」（「位置を示す名詞（中、前）

＋に、地名を示す名詞＋で」、）を使用する可能性

がある２。

３．研究課題

日本語の格助詞の習得に関する研究は一定程度中国

人日本語学習者における格助詞の習得実態を明らかに

したが、中国の大学で勉強している日本語学習者にお

ける、格助詞「に」「で」「を」の意味用法全般の使用

実態が知られていない上、格助詞を選択する際に使用

するストラテジーも確認する必要がある。

３．１　研究課題

孤立語である中国語を母語に持つ学習者にとって、

難点となっている格助詞の使用実態、また使用のスト

ラテジー、及び学習時の問題点を明らかにすること

が、学習する側にも、教える側にものぞまれている。

そこで、以上の研究背景の下で本研究は以下の研究

課題を出す。

１）中級以上の中国人日本語学習者における格助

詞「に」「で」「を」の使用実態はどうなっているか。

２）助詞選択時にどんなストラテジーを使用するか。

３）これらの助詞を学習する際における方略と問

題点はどんなものであるか。

要　　約

　格助詞「に」「で」「を」は、各々意味機能をたくさん持つ上、共通した機能も備えている。これは日本語学習者にとって一つの難点となっ

ている。本稿は中国の日本語学習者の格助詞「に」「で」「を」の習得実態を明らかにするために、中国の大学で日本語を勉強している

学習者を対象に取り上げ、横断的な穴埋めテストと内省調査を行い、格助詞「に」「で」「を」の使用実態、機能別正答率また、学習の

方略と選択時のストラテジーを分析・考察していく。この調査の結果を元に、教師に、学習者の状況が理解できる材料を提供し、中国

における日本語教育に何か示唆を与えることができたらと考えている。

【キーワード】
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３．２　調査方法

学習者の助詞の誤用、正用の傾向と助詞選択ストラ

テジーを分析するため、以下の調査を行う。

 １）格助詞の穴埋め式テスト
 ２）学習者の内省調査
　　⇒テスト後のフォローアップインタビュー (格助
詞を選択する際に使用したストラテジー )

　　⇒アンケート調査 (学習の方略と問題点 )

４．調査概要

４．１　調査対象

　中国の天津市にある某大学で勉強している日本語科

生49名である。被験者の日本語能力を判定するため

に、筑波大学によって開発されたSPOT試験３を使っ

て被験者の日本語レベルを判定した。

４．２　調査内容

　１）格助詞「に」「で」「を」を主とする穴埋め式テ

スト

テスト形式は穴埋めテスト式の客観テストで、文中

の（　）に格助詞一つを書き入れるよう指示した。三

つの格助詞「を」「で」「に」の問題文数はそれぞれ33

問、53問、71問である４。

　２）学習者の内省調査

　穴埋めテストの直後に、被験者全員に対しアンケー

ト調査を行った。そして、一部 (16名 )の被験者に何
を基準に格助詞選択を行ったかというフォローアップ

インタビューを行った。

以上の条件のもとでテストで取り上げた助詞「に」

「で」「を」の意味機能は表１、表２、表３５のとおり

である。

テスト問題文の問題作成及び助詞の意味機能分類

にあたっては『日本語文法セルフ・マスターシリー

ズ３ 格助詞』と森山（2004ni）（2004de）（2003wo）
を参考にした。

５．穴埋めテスト結果

５．１　格助詞「に」の結果

この節では格助詞「に」の意味機能別の正答率と誤

答傾向を分析する。

表４から観察されることをまとめてみると、以下の

ようになる。

［１］　格助詞「に」における14の意味用法の中で正答

率が一番高いの④変化の結果（90.5%）である。意味
用法⑤動作主と⑪所有主はより低くそれぞれ43.9%、

42.9%になっている。他の11の意味用法は大体60%－

90%にある。
［２］　各意味用法の誤答には一定の傾向がみられる。

それは、

１）①授与の相手、②動作の相手、④変化の結果に      
おける誤答に「を」が圧倒的に多い。

２）③動作の着点の誤答は「で」が一番多い。

３）⑤動作主に「が」の誤答が一番多い。

４）⑥原因用法の誤答は種類がいくつかあるが、

「で」と「を」がより多い

５）⑦空間的位置につき、「で」の誤答が一番多い

が、「の」の誤答も34.6%と高い。

６）⑨空間的基準は誤答が「から」と「まで」に集

中している。

７）⑩抽象的基準における誤答は「が」が一番多い。

８）⑪所有主は「と」を選択したものが半数以上で、

一番多い。

９）⑫知覚主と⑭感情主は誤答の種類が多く、「が」

が他の選択より占める割合が大きい。

10）⑬能力主において、「で」の誤選択が一番多い。

５．２　格助詞「で」の結果

以下は表５に示した結果を元に、格助詞「で」の意

味用法別の正答率と誤答傾向を見ていく。

表５から以下のことが言える。

［３］　格助詞「で」における各意味機能の正答率は

⑤様態が一番高く、96.9%となってい。④時間用法が

37.4%で、一番低い。
［４］　各用法を見ると、誤答はこうなっている。

１）①道具用法の正答率が高いが、誤答は主に「に」

「を」「が」に集中している。

２）②原因用法においては、誤答の種類が多く、「が」

の誤選択がより多い。

３）③場所用法は正答率が高くなく、誤答の半数以 
上は「に」である。

４）④時間用法においては、誤答の種類が多く、そ

の中、「に」の誤選択が一番多く、次は「まで」で

ある。

５）⑤様態用法は正答率が一番高い。

５．３　格助詞「を」の結果

格助詞「を」の正答率と誤答の割合を表6に示した。

表６から以下のことがまとめられる。

［５］　格助詞「を」の正答率を全体から見ると、正答

率が低い。その中、③経路が一番高く、75.5%である。
①対格用法（49.8%）と④状況格用法（42.9%）の正
答率が低い。
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［６］　各用法の使用傾向は以下である。

１）①対格用法は誤答の種類が多く、「に」「が」「へ」

の誤選択は誤答の大部分を占めている。

２）②起点と③経路においては、「に」と「から」

の選択が圧倒的に多い。

３）④状況格の誤答は「に」と「で」だけである。

４）⑤時格用法は誤答が「に」に集中している。

６．内省調査の結果

６．１　格助詞選択時に使用したストラテジー

インタービューの結果を以下のようにまとめられ

る。

⑴　中国語に訳してから答える 
⑵　文中に手がかりを探す。

⑶　記憶に頼る

⑷　その他

６．２　格助詞学習の方略と問題点

　ここでは、アンケート調査の結果をもとに学習者に

おける格助詞の学習方略と問題点を考えたい。

⑴　何でどのように日本語の勉強しているのか

　49人のうち、45が日本語の教科書を読んだり中の

例文を暗記したりして勉強していると答えた。

⑵　格助詞が難しいと思うか

　49人のうち40人が難しいと答えた。理由としては、

主に以下のようにまとめられる。

①基本的な用法を知っているが、うまく使えない、

②同一助詞が多くの意味用法がある、

③助詞間で似ている用法があり混同しやすい、

⑶　格助詞の中でどれが一番難しいと思う

「に」と答えたのは、44人で、「で」と答えたのは

38人で、「を」と答えたのは11人であった。他に「は」

と「が」と答えた人も何人かいた。理由としては、主

に

①「に」の意味用法が多すぎる

②「に」と「で」を区別できない。

③自他動詞の区別をつけなくて「を」を正確に使え

ない。

⑷　今の教科書にある格助詞についての説明は、その

助詞を理解するには足りるか、

被験者49人のうち46人は足りると答えた。

７．考察

以上、５節と６節で調査の結果に基づいて、格助詞

「に」「で」「を」における各意味用法の正答率及び学

習方略と選択のストラテジーを見てきた。

この節では、学習者のインタビューに対する答えを

もとに、格助詞「に」「で」「を」の解答の特徴を考察

したい。

７．１　道具用法

表８の①道具用法を全体からみると、比較的に高い

正答率を得ている。中には、特に①－１の正答率が高

い。ただし、「169.思想を~形式（）表現する」は低
くなっている。これは、他の三つの問題文が教科書に

ある例文とよく似ているのに対して、この文はより教

科書に見られない文である。したがって、「で」の道

具用法を習得していないというより、むしろこの文に

対する馴染み度が低く、正答にいたらなかったと考え

られる。

７．２　原因用法

原因用法について表８を見て全体の正答率が高く

なっているが、中に極端に低い問題文もある。原因用

法の誤用を観察すると、「から」「ので」など原因を表

す接続助詞が多く出ている。これは、学習者が問題文

の意味を理解していて、原因を表す助詞を選ぶべきだ

と知っていながら、格助詞「で」の原因用法を習得し

ていないので、誤選択になったと考えられる。また、

正答率が極端に低くなっている問題文「101. 電車は乗
客（）満員だ」の誤答を見ると、「が」が一番多いこ

とが分かる。これは、（）の前の名詞は乗客という人

名詞で、学習者がそれを主語を表す機能だと判断して

「が」を選んだと思われる。つまりストラテジー①で、

格助詞前の名詞をヒントにしたわけである。

８．まとめ

今回の調査では、格助詞の意味機能毎の誤用傾向を

把握すること、学習方略と使用上のストラテジーを明

らかにすることが目的であったが、格助詞「に」「で」

「を」に関して様々な誤用傾向の把握ができ、中国人

日本語学習者における学習方略と問題点、また選択時

のストラテジーも垣間見られたと考えている。今回得

られたデータによって、中国の大学の日本語学習者が

教科書の例文を暗記したりすることは正しい表現に繋

がる一方、誤答の原因になることが分かった。

８．１　様態用法

表９を見て、様態用法の正答率が高いことがわか

る。しかし、これは学習者がこの用法を習得している

とは断言できない。今回の調査問題文は学習時に導入

する際によく使われる例文であるので、学習者に馴染

み度が高く、高い正答率に繋がったと思われる。そし
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て、問題文「112. 裸足（）砂浜を歩く」は他の３つの
文より低くなっているのは、

「裸足」という語を知らなくて、または、普段あま

り使わないのではないかと推測される。

９．今後の課題

これからは、さらに今回の調査結果をもとに、格助

詞「に」「で」「を」の間における似た意味用法につい

て分析・考察したい。

注

１．久保田・大島（1992）、久保田（1994）、福間（1996）、
岩崎（2001）

２．迫田（2001）、野田（2001）、岩崎（2001）

３．SPOTとは筑波大学留学生センターによって開発され
た日本語能力の測定法である。SPOTには、五つのバー
ジョンがあるが、本研究においてバージョンＢを使っ

た。バージョンＢは65問で、得点中央値以上のものを中
級以上と判断した。

４．調査時、問題件数は助詞「を」を選択すべきだった文

が35、「で」56、「に」79、他の助詞９で、合計178問であっ
たが、日本人母語話者６名（20代の男性と女性各３名）
に対しても調査を行い、NSの回答が設定当初と同じ問
題文を保持し、NSに複数の答えが出たり、設定時の回
答と食い違ったりする問題文を今回の分析範囲から外し

た。

５．NS調査後に修正したもの。
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