
コミュニカティブ・アプローチでの日本語教育における文法指導の一試案  

戸 村 佳 代  

要  

コミュニケーションの力を伸ばし，同時に読解や作文の能力をつけていくためには，  

日本語の文の構成のメカニズムが本質をついた単純な形で学習者に提示されなければ  

ならない。本稿では運用力育成のための文法的基礎を築く手段として，述語とその補  

語との関係をフレームとして提示する方法を提案し，その実際のCAIによる練習方  

法についての試案を出す。  

〔キーワード〕述語の格関係，フレーム，CAIによる練習  

0．はじめに   

Wilkins・〔1974）以来，言語教育におけるコミュニカティブ・アプローチが注目されてきている。  

これは構造言語学の知見に支えられたオーディオ・リンガル法に代表されるような教授法によって  

滑導を行った場合，目標言語の文法的知識がありながら実際に運用することのできない学習者が存  

在することに目を向けたものである1）。コミュニケーションに関わる要素が社会言語学的，語用論  

的なものを含んだ広範にわたるものであることを考え合わせれば当然のことであるといえる。しか  

し，コミュニケーションが言語を媒介としたものを中心とし，その言語を支えている規則の集合が  

文法であるならば，時間的制限を課された成人に対する言語教育において目標言語の文法体系を有  

効かつ効果的に活用することは常に考慮されるべきことであり，コミュニカティプ・アプローチを  

唱える人々も決してそれを否定しているわけではない。特に、数か月の集中コースのような場合に  

は，与えられる文法体系がこのアプローチの成功・失敗を左右する重要な鍵であると言っても過言  

ではない。   

ところが，コミュニカティプ・アプローチに関する文献は枚挙にいとまがないほどであるにもか  

かわらず，このアプローチでの文法の扱い，即ち，どのような文法体系をいかに与えていくかとい  

うことを論じたものはあまりないように思われる。教室内での活動の中心を文型の定着を図るもの  

から現実に出来るだけ近付けた活動へと変えることを前提とするなら，それに合わせて，従来文型  

を提示するために使われていた方法が教室内活動を支持するものであるかどうかについて検証され  

なければなるまい。通常初級段階でカバーされている文法項目の範囲は広範であるが，本稿では，  

その検証の最初の足掛かりとして，対象を単文に限り，文法シラバスによる初級日本語教育の一例  

に見られる問題点を「話し言葉」の観点から考察し，自然な話し言葉を指導するために取られるベ  
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き文法のありかたの一端を探る。  

1．「きそにはんごかいわ』による初級日本語指導の問題点   

筑波大学留学生教育センターでほ，文部省研究留学生を対象とする約490時間の日本語予備教育  

コースにおいて，前半約300時間のための初級教材として同センター作成『きそにほんごかいわ」  

を使用してきたが，昭和63年度から，日本語によるコミュニケーションの力をのばすことを主眼と  

した新しい初級用教科書を作成する作業に取りかかっている。ここでは rきそにほんごかいわj に  

おける文法指導のありかたを概観し，その間題点について考える。  

1．1．文法導入の指針   

『きそにほんごかいわj では文法シラバスが取られている。これは，日本語予備教育コースの最  

終到達目標が日常生活に必要な会話力を身につけることのみにとどまらず，コース傾了後に配置さ  

れる大学での研究活動に必要な日本語力を養成すること，即ち，日本語で専門の講義を聞いたり，  

辞書を引きながら専門書を読んだりできる力をつける，というかなり高いレベルに設定されている  

ため，文法項目の漏れをできる限り小さくしようとする配慮によるものである。   

仝45課のこの教材では各課の学習項目は「文型」として提出されている2）。第20課で普通体が導  

入されるが，全体としては「デス・マス」の丁寧体で統一されており，20課以降も普通体の扱いは  

極めて軽く，「文型」も全て丁寧体で掲げられている。また，各課の文型練習も「文型」に準じた  

丁寧体の文の練習が基調となっている。  

1．2．文法の導入方法から来る問題点   

『きそにほんごかいわ』で取られている文法導入の方法に起因すると思われる問題点としては，  

主として以下に述べる3つのことが考えられる。   

第一に，普通体の会話が軽く扱われているため，学習者が，教室で練習する日本語と実際に耳に  

する日本語との遠いにフラストレーションを起こしたり，教師や教科書に対して不信感を抱いたり  

する場合がある。学習者が日本に滞在している限り，当然，「デス・マス」ではない日本語に接す  

る機会が多いため，「丁寧体を使って話す方が‘安全’だから，普通体の会話の練習をしないのだ」  

という言い訳はあまり説得力をもたない。滞日期間が長くなる程，教室の日本語は虚像であるとい  

う印象が強くなってしまい，日本人がそれなりの必然性をもって使い分けている二つの文体の区別  

を軽視する傾向があるようである。   

第二に，格関係を表す助詞による文構造の理解が困難になることがある。同じ文でも語根が異な  

ると文の理解が出来ない場合が生じてくるのである。例えば，助詞の穴埋め閏題で（1）の括弧には正  

しく「へ」を入れられるのに（2）の語順では「へ」を入れられない学生がいる3〉。  
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（1）田中さんは昼ごはんを食べに食堂（）行きました。  

（2畑中さんは食堂（）昼ごはんを食べに行きました。  

日本語は比較的自由な語順を取り，上のような文では語順そのものが文法的楼能を担っていないの  

であるが，（2）の場合直後にある動作動詞「食べル」に引っ張られて「デ」を入れてしまい，主動詞  

「行ク」との格関係が捉えられなくなっているのである。（3）も，名詞句と動詞との結びつきが理解  

されていないための誤用である。‘く所〉 十「へ」’，▲〈手段〉 十「デ」’というように，「行ク」，  

「来ル」等の動詞と一緒に学習した助詞の影響で助詞に先行する名詞の意味特性のみから助詞が選  

択されている4）。  

（3）＊土浦ヘパスで降りました。（土浦でバスを降りました。）  

また，動詞に引きずられる場合もある。（4）は，前後関係からリーさんが今日本にいることが分かっ  

ており，「・・・，マレーシア史上来ました。」とすべきものなのだが，「日本へ」の省略に気づかない  

まま‘く人〉ハ く場所〉 へ来マス／行キマス、の文型にそのまま当てはめてしまった例である。  

（4）＊リーさんは今年の三月にマレーシアへ来ましが）。   

第三に，文が文型として与えられるため，談話における省略を適宣行なうことができない場合が  

ある。真面目な学生ほど，次のような単純な応答においてもフルセンテスで言おうとして，かえっ  

て不自然でぎこちない答え方をしてしまうのは，よく経験するところである。  

（5）Q：きのう，アリさんはどこで辞書を買いましたか。   

A：きのう，アリさんは東京で辞書を買いました。  

（6）Q：きのう，どこへ行きましたか。   

A：わたしは東京へ行きました。   

Q二何で行きましたか。   

A：きのう，私はバスで東京へ行きました。  

逆に，次のように対人関係を無視した子供っぽい答え方が習慣化してしまって，単語レベルでの応  

答はできてもまとまった内容を一つの文にして言い表わせない者もいる。  

（5）’Q：きのう，アリさんはどこで辞書を買いましたか。   

A：東京。  

一35－   



（6）’Q：きのう，どこへ行きましたか。   

A：東京。   

Q：何で行きましたか。  

A：バス。  

これらの問題は，『きそにほんごかいわ』の文法解説の中で  

①助詞の決定が補語に含まれる名詞の意味と動詞の意味との相互的な関係によって決定される   

ことが明示的に説明されていなかったこと，  

②述語の種類によって決定される日本語の基本的構造が，実際の文脈，談話の流れの中で，ス   

タイルの選択，省吸 付加的情報の添加等を経たあと，さまぎまな形で現われるということ   

に関する情報が十分に与えられていなかったこと，  

という二点が大きな原因となっていると考えられる。  

1．3．コミュニケーションの観点から見た会話文の問題点   

田辺（1985）は『きそにほんごかいわ』の会話文の分析を行い，次のような問題点を指摘してい  

る。   

①会話が行なわれている場所，対人関係，話題に片寄りがあり，変化■多様性がない。   

②表現機能が「事実伝達機能」に集中し，「感情表現」や「他者への働きかけをするもの」が  

少ない。  

（参会話開始・終了の形式がパターン化している。   

④相手の発話に対する反応の仕方にバリエーションがなく，「そうですか」が乱用されている。  

2．．．NEWSITUAT10NALFUNCT10NALJAPANESE”（仮題）の作成  

2．1．新教材の作成   

第1節で見たような問題点を踏まえて，筑波大学留学生教育センターでは新たに初級用日本語教  

科書’LNewSituationalFunctionalJapanesel’（イ反題：以下NSFJと略記）の作成に着手することに  

なった。NSFJでは，日本語の基礎を固める一方，コミュニケーション能力を育成することが第一  

の課題となった。このコミュニケーション能力育成という観点から，従来の文法シラバスから離れ，  

採用されたのが≪場面・機能シラバスき＞である。NSFJ作成に当たっての基本方針は次の3点にま  

とめられる。  
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（D場面・機能シラバス：学生にとって実生活での必要度の高いものを優先する。  

②普通体の文に始めから触れさせる。  

③対人関係に注目させる。  

教材作成の手順としては，これらの基本方針に基づき，学生が学習する必要の高いと思われる場  

面・状況を抽出し，できる限り自然な会話文が作成されが）。  

2．2．NSFJでの文法指導方針   

このような経緯で作成された各課の会話文は，それぞれ，どのような文法項目が含まれるかとい  

うことは考慮されていない。文法シラバスなら‘難しい項目t と判断されて後半で提出されていた  

ものでも，学生が日本語学習を始めてから数週間で遭遇してしまうこともあり得る。第一週目から，  

普通休も登場する。これは与えられた文の文末の形式に注目させることにより，話し手と聞き手の  

親疎関係や過去か非過去かということを識別するコンプリヘンションが主たる狙いになっているも  

ので，必ずしも始めから普通体の文の発話を要求しているわけではないが，何らかの説明が行なわ  

れなければならない。従来会話文を意図的に調整することで可能になっていた「‘易’から、難1  

へ」という「文法積み上げ方式」が不可能なことから，NS FJでは述語を中心とし，その述語の  

格関係と述語がどのような活用形式をとっているかに注目させることを文法指導の一つの柱とする  

ことにした。   

述語とその述語の補語との格関係を中心として文の構造をとらえるやり方は，コンピュータによ  

る言語処理の分野でも，その応用に関して多くの研究が行なわれるようになってきており，日本語  

研究においても日本語教育においても，別段新しいものではない。『きそにほんごかいわ』にも，  

後述のように動詞の格関係を定着させることを企図したCAIプログラムが試用されてきた。   

格関係に関する記述を積極的に日本語教育用テキストに取り込んだものとしては名古屋大学の  

“ACOURSEINMODERNJAPANESE”（以下，CMJ），アメリカ・カナダ十一大学連合日本研究  

センターの1’BASICJAPANESE－－AREVIWTEXT”（以下，RT）等がある。これらの教科書  

ではそれぞれ次に例示されるような方法で各種の語彙リストに述語の必須補語7）が並記されてい る。  

【cMJ】（p．95 〔L5VocabularyList〕より抜粋）   

のります  トが一に）乗ります  take，getOn   

ききます  （－が一に－ を）聞きます  asl; 

【RTl（p．67 〔第五課 単語〕より抜粋）   

起こす（Lが，．を） wakesomeonellP  

子供が父親を起こす。－”Thechildwakeshisfather”．  こどもちちカヤお   
降る （－が） fa】1，rain  
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雨が降りました。－  ▲－1trained’’，  あれふ  

述語の形が一方はマス形でもう一方は辞書形であること等，若干の遠いがあるにせよ，いずれの  

場合も，各述語に付く必須補語が一次元的に線上に並べられているという点では一致している。  

2．3．NSFJにおける格関係の提示方式   

（1．2．）で見たような問題点を解決する方法として，NSFJでは述語の格関係をフレームとし  

て提示し，いわゆる「文型」として提出することを基調としない，という方法を取ることにした。   

述語の格関係は次の三つの形式によって導入する。  

O Basic Frame 

O Expanded Frame 

（丑BasicStruct11re  

以下に，動詞「食べル」を具体例として，①”③の掲示方式を示し，それぞれについて詳述してい  

〈ことにする8）。  

① Basic Frame  

④ Expanded Frame  

T八BERしl   
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④Basic StruCture  

TANAKArSAN GA GOHAN O TABERU  

2．3．1．BASICFRAM∈ （基本フレーム）   

太い線で囲まれた名詞句は「食べル」の必須補語を表している。CMJやRTでは補語が一次元  

的に同一線上に並べられているのと異なり，NSFJで二次元的に縦に並べたのは，次の二つの理  

由による。  

（a）「ガ」格と「食べル」の関係と，「ヲ」格と「食べル」の関係の間に結びつきの強弱と  

いった遠いがなく，二つの格がそれぞれ対等に述語と結び付いていることを視覚的に理解さ  

せる。  

（b）補語と述語を線上に並べることにより日本語の語順が常に一定したものであると誤解  

してしまうことを避ける。  

また，述語を補語とは別に離して掲示してあるのは，  

（c）日本語の語順は比較的自由だが，述語は原則として文末に現われることを明示的にあ  

らわす。  

（d）述語はテンス，アスペクト，モダリティを表す要素が付加される特別な部分であり，  

補語と同列には並ばない‘文の中心的要素であることを明示する。  

という二点をねらいとしている。   

さらに，この基本フレームの中の補語は，文脈・状況によって明らかな場合は省略されること，  

逆に言えば，明らかでない場合は省略してはいけない要素であること，また，述語は「ダ」による  

置き換えを除き原則として省略されない9）ことを指摘しておく。   

フレームの述語は，原則として辞書形で与える。これは，コンプリへンションを中心としたもの  

ではあるにせよ，最初から普通体の文が練習に使われるからである。但し，学習者が普通体の文の  

発話練習をさせる以前の段階10）（普通体の文を聞いたときに理解できればよいとする段階）では，  

中間的な段階として，マス形を併記する場合もある。  

2．3．2．EXPANDEDFRAME （拡大フレーム）   

拡大フレームの細い線で囲まれた部分は述語の副次補語を表している。必須補語と副次補語の区  

別は，1）必須補語の助詞は話し言葉では省略されやすいこと，2）「ハ」による取り立てを受け  
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たとき，必須補語の助詞は消去されるが，副次補語の補語はそのまま残ることが多いこと等，統語  

的性質の違いからも認められている。述語の格関係に注目したCMJ，RTでも，副次補語を含め  

た提示方法は採用していないが，ある述語を用いて，実際の状況に応じた運用練習をさせることを  

考えると，これについてもフレームに含めて掲示する必要が生じる場合がある。   

また必須補語の認定が難しい場合もある。例えば，「行ク」・「来ル」はガ格のみを必須とする  

一項動詞とするのが一般的とされているが，寺村（1982）では「行ク」を「ガ・へ」を必須とする  

二項動詞とし，「来ル」を「ガ」のみを必須とする一項動詞としている。11）cMJ，RTでも，次  

に示すように，何を必須格とするかについての判断が同じではない。  

【cMJ】（p．12）：（－が）行きます  

【RT】（p．4）：行く （－が一に）  

l－－＼、  

どちらの判断が妥当であるかを議論することは本稿の主旨からはずれることになるのでここでは省  

略するが，いずれの判断をとるにしても，運用練習にかかわる文の構造全体が理解しやすい形で掲  

示する必要は認められよう。   

基本フレームにある補語が述語にもともと備わっている補語で実際の状況によって省略される’  

ものであるのに対して，副次補語ほ必要に応じてイ川口される’ものである。図の細い点線で示さ  

れている部分は，「く場所〉デ」以外にもさらに添加され得る情報があることを表している。必須補  

語と同じ並びの延長に副次補語が加えられるという図式は，補語のあいだでは必須補語か否かに関  

係なく語順が比較的自由に入れ替わるということを理解させようとするものである。『きそにほん  

ごかいわ』では，副次補語に関しては名詞の性質と助詞のつながり（例えば，「〈手段〉デ」，「〈時〉  

カラ く時〉マデ」など）を中心として指導されることが多く，述語との共起関係が「〈場所〉 ニ／  

デ」の区別などいくつかの例を除けばあまり強調されない傾向があった。しかし，文の構造を抽象  

的なフレームによって示すことによって，助詞の選択が助詞に先行する名詞の意味と動詞の意味の  

双方から決定されることを理解させ，文の構造を述語を中心として促えるための知識を視覚的に与  

えることができるのである。  

2．3．3．BASICSTRUCTURE （基本文）   

基本文はフレームに基づく文のモデルとして与えられる。フレームの中の要素は自由な語順をと  

れるとは言っても，特別な含意がない場合の通例用いられる語順があることは否定できない。例え  

ば，次に見るように「食べル」などの動作動詞の文では普通「ガ」格（主格）が文頭に来るが，  

「アル」などの状態動詞では「こ」格（場所格）が「ガ」格に先行するのが普通である。  
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田中さんがサンドイッチを食べる。  

あそこに郵便局がある。  

基本文はこのような語順に関する知識を与えるものとして位置付けられよう。もちろん，文の焦点  

の位置等，個々の文の語順を決定する要因については別個に説明する必要はある。基本文は，テン  

ス・アスペクト・モダリティ等を表す要素を一切含まない■コト的’構造で，一学習文型の例文’と  

は性質が異なる。  

2．4．フレームの適用   

先に（1．2．）で述べたように，文型による助詞の導入では下のような不自然な応答を学習者  

が行ないやすい。  

A：きのう，アリさんはどこで辞書を買いましたか。  

Bニきのう，アリさんは東京で辞書を買いました。  

このような対話で使われているの「買り」のフレームは次のように表される。  

くrel温tive銭函料＞工牒   

AはBに質問を発する際して，「買り」の基本フレームに自分が知っている状況である。‘曙と尋  

ねたい情報であるl場所’を付け加えて上のような拡大フレームを想定する。と同時に，フレーム  

の中の既知の情報については具体的な語彙をあてはめ，聞き出したい情報の【場所，の部分には疑  

問詞「ドコ」を入れて手持ちの情報の範囲を明らかにしながら質問を発する。一方，Bも同じフ  

レームを使うが，網がかかっている部分の情報は既にAによって与えられている。従ってBが言わ  

なければならない部分は残る▲場所’と動詞だけということになり，次の文で答えるのである。  

B’：東京で買いました。  
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2．5．受身文   

助詞による格表示が関与している文法項目としては，受身文，使役文等の補文構造をとるものが  

ある。ここでは例として受身文を取り上げ，Fきそにほんごかいわjでの文法解説と比較しながら，  

フレームを用いた説明の有効性について論じる。  

2．5．1．『きそにはんごかいわ』における文法解説   

rきそにほんごかいわ』では，受身文を大きく3つの種類に分類し，それぞれについて対応する  

能動文を基にした解説を行なっている。  

① 普通の他動詞文の受身   

能動文＝盈生追  わたしを  ほめました。  

〈sub′〉  くobj．〉  Ⅴ．t．  

ニx二   
受身文：わたしは 羞生産  ほめられました。  

〈sub．〉 〔sourse〕 〈passiveform〉  

② 目的語が「NのN」の形をとる他動詞文の受身  

能動文：こどもは  わたしのカメラを  こわしました。   

くsuミくくobj’’↓  

受動文：わたしは  こどもに カメラを こわされました。  

③自動詞文の受身  

能動文：  直壁 降りました∩  

J  

v・i■   

受身文こわたしは 藍屋  降られました。  

このような説明は英語教育での受動文の説明方法をそのまま取り入れたものであり，初期の変形文  

法の移動変形の概念を利用したものであるといえようが，さまざまな問題をかかえているように思  

われる。   

まず第一に，もとになるとされている能動文が日本語として自然なものは言えない。例えば①の  

能動文は普通，次のように表される。  

先生はわたしをほめてくれました（／ほめてくださいました）。  
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また経験的に言うと，②のような能動文は「わたしは，  こどもにわたしのカメラをこわされまし  

た」というような不自然な文を誘発しやすい。   

第二に，この分類では次のような受動文を説明することができない。  

わたしはこどもに友だちのカメラをこわされました。  

この文は，例えば，「わたし」が友だちからカメラを借りていたのだが，自分の子どもがいたずら  

をしている間にそのカメラを壊Lてしまったので因っている，という状況では全く自然な文である。  

ところが，「きそにほんごかいわ』上の説明に従うと「こどもが友達のカメラをこわしました」と  

いう能動文からは次の受動文しか導きだせない。  

友だちはこどもにカメラをこわされました。   

このように見ると，規則が複雑で，その割には，日本語の受動文の本質を突いた説明ではないた  

め，受動文を定着させるのには有効でないように思われる。  

2．5．2．フレームを用いた説明   

ここで提案するフレームを用いた説明では，（2．5．1）で三つに分けられていた受動文の全て  

に対して次に示す同一の規則が適用される。  

a．受動文では，その文に表される行為によって影響をうけるものを示すものとして  

「くexperiencer〉が」を辞書形の動詞のフレpムに追加した新しいフレームを作る。  

b．辞書形の動詞のフレームに 〈experiencer〉 と同一指示の名詞がある場合は   

その名詞を助詞と共に削除する。  

C．辞書形の動詞のフレームに「く…〉 が」含まれていた場合は，それを「〈…〉 に」かえ   

る。  

これらの規則によって，先に見た①－③の受動文は次のようなフレームを与えられることになる。  

（網がかけられた部分は最終的な受動文フレームでは削除されることを，また「◆」は規則による  

変更を表している）  

－43－   



t＼  

rareru）  

▼  

ほめられる   

BASIC STRUCTURE；わたしが先生にほめられる  

（民OWÅSu→rareru）  

J  

壊される  

BASIC STRUCTURE：わたしがこどもにカメラを壊される  

（鰐URUrareru）  

J  

降られる  

BASIC STRUCTURE：わたしが雨に降られる。  
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また，移動変形では説明できなかった文も全く同様の規則によってフレームを与えられる。  

（ⅨOWASUl・arem）   

」  

壊される  

BASICSTRUCTURE：わたしがこどもにカメラを壊される  

以上のように，フレームによる説明を使えば，受動文の種腰によって様々な規則を使い分けること  

なく，日本語の受動文の性質を把握させることができ，辞書形の述語で用いたフレームと同じよう  

に活用することもできる。  

3．語彙の手当てとCAlの利用   

場面・機能を中心にしたクラス作業では発話練習に使う述語の数や種類が偏る危険がある。また，  

教科書の分量の関係から考えても，学習すべき全ての述語にフレームをつけて掲示することはかな  

り難しいことであると思われる。しかし，会話や読解の内容的な広がりをもたせるためには，ある  

程度体系的に述語の数を増やしていかなければならない。そのような目的のために取られる手段と  

してはCAIの利用があげられる。  

3．1．使用中のプログラム   

留学生教育センターでは，これまでも，次のようなCAlプログラムを作り，動詞の格関係・助  

詞の定着を図ってきた。下の例で網をかけて示したのは，学習者が人力を要求されている部分であ  

る。  
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【プログラム1】  

Correct：000  

Wrong：ⅩⅩ  

もらう  

How many nouns does this verb take？ →3  

0K．′  

タンさん（が）友達（に）辞書（を）もらいます。  

しかし，【プログラム1】には次のような問題点があった。  

1）このプログラムは（2．2．）で見たCMJやRTのような格関係の指示方式に準拠したものである   

が，実際にはrきそにほんごかいわ』の文法解説にはそれに類した説明は行なわれていなかっ  

たため，学習者の間に混乱を引き起こす可能性があった。  

2）必須格の「数」を問うことは，あまり意味があるとは思えない。先に見たようにある述語と共起  

する補語が必須のものであるか否かという問題は実際にはかなり判定が難しいものである。  

3）主格に「ガ」を入れさせることからも分かるように助詞の穴埋め問題として与えられている部分  

は概念的な文法知識を問うものである。ところが，補語の名詞が具体的語彙項目として与えら  

れ，かつ，同一線上に並べられているため，学習者はこれが，実際に使われる文であると誤解  

しやすく，【プログラム2】の穴埋め問題とは性質の異なるものであることに気が付かない。  

【プログラム2】  

Correct：000000  

Wrong：ⅩⅩ   

Fillin the blank with a proper particle．If you  

need no particle，hit X key・   

アンさんは、先生（転）漢字の意味（牽）聞喜ました。  

WronglTry agaln  
Hit any Key  
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3．2．フレームによる文構造の指示方式を生かしたプログラム   

次に示す【プログラムA】は，先の【プログラム1】を改良したものである。語順によって  

「ガ・二」および「ヲ」を入れさせるのではなく，学習者はフレームの上にある図を見ることによ  

り，助詞の選択を考える。助詞が定着していない場合には【A－a】をヒント情報として呼び出す。  

【プログラムB】は【プログラム2】のタイプの助詞穴埋め練習を改良したものである。【B－a】  

ができなかった学習者はEBLb7を呼び出し，文構造を把握したあと EB－a7に戻る。述語の  

格関係そのものが定着しておらず，この手順を経ても正答を入れられない場合は，さらにIB一  

【プログラム A】  
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C】を呼ぶ。学習者の予習状況，学習パターン，日本語能力によっては【c－→b→a】の順に進む  

ことができるようにしておく必要もあろう。  

【プログラム B】  

Correct：000  

Wrong：ⅩⅩ  

（a）   

たんじょう目（ ）タンさんは友だち（ ）   

日本語（ ）辞書（ ）もらいました。  

くperson＞ GA  

くgiver＞ NI   

＜thing＞  0   

くtime ＞  NI   

MORAU  
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なお，「NノN」という構造については述語の格関係とは別に説明されていなければならないが，  

ここでは深く立ち入らない。  

4．これからの課題   

以上，本稿では，筆者が提案する述語の格フレームによる文構造の指示方式とCAIによる練習  

方法を概観してきた。初期の段階から文を二次元的な広がりとしてとらえる方法に慣れさせておく  

ことは，話し言葉の効率的な理解を促すばかりでなく，作文や長文読解等にも有益であると思われ  

る。ここでは動詞文の格関係についてのみ言及したが，フレームによる文構造の理解は形容詞文や  

名詞文にも応用されるものである。   

しかしながら，ある述語の必須補語と副次補語の区別は必ずしも明瞭なものであるとは言えない  

のが事実である。また，取り立てによる助詞の省略は必須格か否かというような二分法で説明しき  

れるものではなく，助詞全体が階層的構造をとっているということも指摘されている12〉。実際の  

教科書作成に当たっては，何を必須補語として認定して学習者に与えていくかということは大きな  

問題であり，個々の述語について慎重な検討を行なわなければならない。   

フレームでは，テンス・アスペク トモダリティ等を表す要素は全く与えられていない。それら  

をどのように導入し，練習させていくか，また，文文法・談話文法のこれまでの研究の成果をどの  

ような形で日本語教育に反映させていくかは今後の大きな課題である。  

注  

1）田中（1988）第6章参照。  

2）学習項目となっている文型は，柑本譜の基礎Ⅰ・別（海外技術者研修協会）とほぼ同じ内   

容・提出順をとっている。詳しくは，田辺（1985）を参照。  

3）中級レベル以上の学生でも，このような誤用は決して珍しくない。  

＊ゎたしは日本で経済の勉強に来ました。  

4）他の初級用日本語教科書一般に見られるように，「きそにほんごかいわ」でも，「降リル」「乗  

ル」よりも「行ク」「来ル」の提出が早く，「〈場所〉 へ」「〈交通手段〉 デ」との共起関係が印  

象深いものになっているという見方もできるかもしれない。  

5）これは，留学生センターで行なわれている「テスト1」に出題されたものである。助詞穴埋め  

問題の正答率は平均78％だったのに対し，この間題では42％と，極端に低くなっている。  

6）モデル会話は昭和63年10月時点で一応作成を完了している。会話作成は留学生教育センター新   

教材作成会話班の渡辺恵子，加納千恵子，西村よしみの三名が中心となり，大坪一夫，酒井た  

か子，戸村佳代が協力した。  

7）「必須補語」また後述する「副次補語」という用語は，寺村（1982）の用法に従う。  

8）ここに示されたようなフレームを用いて文構造の提示を行なうことは，新教材作成文法班（市  
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川俣子，小林典子，横山紀子，戸村佳代）で承認されている。ただし，補語の名詞に与える意   

味記述をはじめ，本稿での議論はあくまで私見であり，その中の不備．誤り等に関する責任は  

すべて筆者にある。  

9）次のような述語省略については別に説明を加えなければならない。  

A：田中さんはどこにいますか。  

B：図書館です。  

A：じゃ，山田さんは。  

10）普通体の発話が丁寧体の発話より遅れるのは，両者の間に難易度の差があるとか，文法的解説  

の導入順序を考慮したものではなく，学習者からのニーズを考慮したものである。  

11）寺柑（1982）は，必須補語と副次補語を文法的にはっきりと区別しがたい場合があることを認  

め，準必須補語を設定しなければならないとしている。  

12）井上（1976）  
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