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１．はじめに

同じように指導しているにも関わらず、学習者に

よって習得の速度、到達度に差が生じる。これは指導

方法に原因があるのだろうか。それとも、学習者に原

因があるのだろうか。あるいは、指導方法と学習者の

特性の相互作用なのだろうか。

筆者が以前所属していた教育機関では、コミュニ

ケーション能力の養成を重視し、明示的に文法説明を

せずに会話の中で与える例文の中から帰納的に文法を

学習させるという指導方法を用いていた。しかし、特

に問題なく、音声インプットから言語形式・意味・機

能の結びつきを帰納的に学ぶことができる学習者がい

る反面、そのような学習が苦手な学習者もいるように

思われた。このことから、このような文法説明をしな

い帰納的指導がすべての学習者に効果があるのだろう

か、指導方法と学習者の特性との不適合が存在するの

ではないかという疑問を抱くようになった。そこで、

この疑問を解明するために、指導の効果 (学習者側か
ら見れば学習成果 )と学習者の個人差との関係を検討
することにした。

本研究は暗示的帰納的指導というコンテクストにお

いて、学習成果を横断的に検討した研究１、縦断的に

検討した研究２－１～３からなる。本稿では研究１と

研究２－１の概要を報告する。

２．研究１

２．１　先行研究：指導の効果

　どのような指導が効果的かを探究する指導効果研究

の領域において、文法をどの程度明示的に教えるのが

効果的かということが主要な研究課題となっている。

しかし、それぞれの研究において処遇、対象とする言

語形式、指導時間、効果測定方法などが異なるため、

どのような指導がより効果的であるか一致した結論は
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得られていない。また、今後の指導効果研究の方向性

として、結果に影響を与える可能性のある学習者の個

人差を含めて研究する必要性が指摘されている。本研

究が対象とする文法説明を含まない帰納的な指導に関

しては目標言語能力に影響される可能性があることが

示唆されている（Shaffer 1989など）ものの、一致し
た見解は得られていない。

そこで、研究１では暗示的帰納的指導は効果的な指

導であるかどうか、また、その指導によって得られる

学習成果はどのような学習者にも等しいかどうかを、

学習者の個人差の一つである目標言語能力と関連させ

て検討する。

２．２　研究課題

ＲＱ１：暗示的帰納的指導は効果があるか。

ＲＱ２：暗示的帰納的指導による学習成果はすべての

学習者に等しいか。

２．３　研究方法

ＲＱ１を検討するため、文法説明を付け加えた指導

と群間比較する。また、ＲＱ２を検討するため、日本

語能力を変数として群間比較する。

対象者はゼロから学習を開始した中国人学習者28名

で、学習開始から140時間（７週間）経過した時点で、

連体修飾節を対象言語形式として準実験を行った。学

習成果測定は文法性判断、誤用指摘問題、産出問題、

聴解による理解問題を用いた。

２．４　結果

明示的文法説明を含む指導と比較した結果、暗示的

帰納的指導を受けた群は学習成果を上げていたもの

の、その成果は全員に等しくはなかった。日本語能力

上位群にとっては、文法説明の有無はあまり関係な
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かった。それに対して、日本語能力下位群には、文法

説明なしにルールを帰納することが難しいこと、ま

た、文法説明の有無にかかわらず、聴解による理解が

難しいことが示された。

変数とした日本語能力の差は学習開始からわずか７

週間で生じたものであり、積み上げられた学習成果の

差である。この差は学習者のどのような特性から生じ

たものであろうか。

研究１の結果から、日本語能力下位群はルールを帰

納する能力や聞き取り能力が上位群より低いと考えら

れるが、それが何に起因するのかはこの結果からは明

かではない。そこで、研究２では帰納する能力、聞き

取り能力に関連があると思われる学習者の認知的特性

を取り上げ、それらが学習成果にどのような影響を与

えるのかを縦断的に検討する。

３．研究２

３．１　先行研究：学習者の適性

　教育心理学に適性処遇交互作用（Aptitude Treatment 
Interaction: ATI）という、学習者の適性と指導方法が
適合したときに最大の効果が上がるという考え方があ

る。ここでいう適性とは、狭義の言語適性だけでなく、

信念・ストラテジーなども含む広義の適性、すなわち、

学習者の特性全般を指す。

上述したとおり、指導効果研究の領域では個人差を

含めて研究する必要性が指摘されている。そのような

流れの中で、Robinson はATIに基づき指導法レベル、
指導テクニックレベルで関与する学習者の適性が異な

るという主張を展開している。それに対して、Skehan
は音韻符号化能力、言語分析能力、記憶が重要である

が、これらの重要度は習得段階によって異なるとして

いる。この主張も適性と習得段階との相互作用に着目

している点でATIに通ずる。
Robinsonの主張に関連する研究は、縦断的研究、
横断的研究がそれぞれいくつかある。縦断的研究に

よって、イマージョンと言語分析能力（Harley & Hart 

1997）、コミュニカティブ・アプローチと言語分析能

力（Ranta 2002）との関連が、横断的研究によって、
偶発的学習とワーキングメモリ（Robinson 2002）、リ
キャストとワーキングメモリ（Mackey et al. 2002）と
の関連が示されている。しかし、Skehanの主張を検
証する研究は行われていない。

また、適性が目標言語能力のどのような側面と関連

するのかもいくつかの横断的研究で明らかになって

いる（ワーキングメモリと読解；Harrington & Sawyer 
（1992）など、音韻的短期記憶と語彙習得；Service & 

Kohonen（1995）、Masoura & Gathercole（1999）など、
音韻的短期記憶と聴解；小那覇（2006）など、音韻

的短期記憶と文法習得；Williams & Lovatt （2003）な
ど）が、これらの研究には指導方法という視点は含

まれていない。なお、音韻的短期記憶はBaddeley et 
al.（1998）が言語習得装置であると主張しており、習
得において重要な役割を果たすと仮定できるものであ

る。

以上をまとめると、次のようなことが指摘できる。

適性と指導方法の交互作用を検証するような実証研究

は少ない。また、縦断的に検討している研究も行われ

ているが、複数の適性を取り上げて習得段階との関連

を検討してはいない。

そこで、これらの点と研究1の結果を踏まえ、言語

分析能力、音韻的短期記憶、ワーキングメモリが暗示

的帰納的指導における学習成果に与える影響を縦断的

に検討するため、研究２として３つの研究を行う。

３．２　研究課題

　学習開始から１年半後まで半年ごとに３つの時期に

分けて研究を行い、各習得段階でどのような適性が関

与するかを検討する。

研究２－１　３ヶ月後・６ヶ月後の適性と学習成果

研究２－２　９ヶ月後・１年後の適性と学習成果

研究２－３　１年３ヶ月後・１年６ヶ月後の適性と学

　習成果

研究課題は３つの研究とも以下のとおりである。

ＲＱ１：言語分析能力は学習成果に影響するか。

ＲＱ２：音韻的短期記憶は学習成果に影響するか。

ＲＱ３：ワーキングメモリは学習成果に影響するか。

３．３　研究方法

対象者はゼロから学習を開始した中国人学習者37名

である。学習開始前に測定した適性（ワーキングメモ

リは母語によるもののため１ヶ月後）と、学習成果（文

法・聴解・読解・口頭能力）との関係を３ヶ月ごとに

相関、重回帰分析により検討した（口頭能力は６ヶ月

後、１年半後のみ測定）。

３．４　結果

研究２－１により、以下の結果が得られた。

言語分析能力、音韻的短期記憶は３ヶ月後、６ヵ月

後のすべてのテスト、及び合計点と有意、あるいは有

意傾向の相関が見られた。それに対し、ワーキングメ

モリは３ヵ月後の読解、６ヵ月後の読解と合計点に有

意傾向の相関があっただけである。
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また、重回帰分析によって、３ヵ月後、６ヵ月後の

学習成果の合計点が言語分析能力、音韻的短期記憶に

よって予測されることが示された。ワーキングメモリ

は学習成果を予測しなかった。しかしながら、３ヵ月

後は言語分析能力、音韻的短期記憶の予測力が同等で

あったのに対し、６ヵ月後は言語分析能力の予測力が

高く、音韻的短期記憶は低かった。このことから、学

習最初期とやや進んだ時期では関与する適性が異なる

ことが示唆される。

一方、個別のテストに関しては、テストの種類に

よって音韻的短期記憶、言語分析能力の予測力が異

なっていた。このことから適性の構成要素が日本語能

力のすべての側面に同じように作用するのではなく、

適性の構成要素と日本語の技能の間に相互作用がある

ことが示唆される。

以上の結果をまとめると、音声インプットを中心と

して文法を帰納させる指導において、音韻的短期記

憶、言語分析能力が重要な役割を果たすが、それらは

習得段階、日本語能力の側面との相互作用があると言

える。

４．結論

研究の途中ではあるが、以下の結論を導くことが可

能であろう。

文法説明のない帰納的指導は学習者の日本語能力が

低い場合、難しい面がある。また、指導の中で生じる

習得の速度、到達度の差は、言語分析能力、音韻的短

期記憶の個人差によって予測される。そして、音韻的

短期記憶は習得初期に重要な適性であるのに対し、言

語分析能力はどの段階でも重要であるが、やや進んだ

段階からより重要になる。

これらのことから、暗示的帰納的指導のコンテクス

トにおいて、Baddeley et al.（1998）の音韻的短期記憶
に関する主張の一部、及びSkehanの習得段階によっ
て関与する適性が異なるという主張を支持する結果が

得られた。

５．今後の課題

研究２に関してはまだ学習開始から半年間のデータ

しか分析できていない。今回取り上げた３つの要因

が、１年後、１年半後の学習成果とどの程度関連する

か継続して調査を行う予定である。
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