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【要旨】   

現在、筑波大学では初級日本語教材を開発中である。その作成過程で問題となっているのは、言  

語の伝達能力をつけることを目的にした指導法のなかで、いかに形態的・統語的な規則、すなわち  

言語能力を学習させるかと言うことである。本稿では、主な学習理論を紹介しつつ、我々の抱えて  

いる問題を明らかにし、解決方法を教科書だけでなくCAIを含めた広い意味での教材に求めてい  

く方法を考察する。  
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0．はじめに   

この数年、日本語教育では、文法項目積み上げによる教授法に対する反省から、様々な教授法・  

教材の研究や開発が行われている。このような傾向は、日本語学習者の量的な増加に伴い質的にも  

多様化してきたこと、また、国際的に日本語の占める位置が変化してきたことが反映されている。  

学習者が多様化したと言うことは、学習者の目的・動機も多様化してきたことを意味し、その多様  

な目的に対応した日本語教材の具体化が急務となってきている。   

学習者の目的、タイプ、条件などが多様化して来ているのが現状であるのにもかかわらず、ただ  

1つの教授法を採用している教科書を使って敢えていては、教師学習者いずれの側にも不満が生じ  

て、充分な学習効果が期待できないのは当然であろう。すでに出そろっているといわれる初級の教  

科書でも、コースや学習者の目的、条件が微妙に異なると、どうしてもそのコースで使う教師が作  

成した、学習者の目的にあった教科書が必要となってくるものである。又、教科書を貫く教授法に  

関しても、第二言語習得理論からの研究に基づいた教授法、コミュニケーション能力を重視した教  

授法などが教科書作成の基本的な姿勢として打ち出されてきている。このように日本語の初級教科  

書が数多く出版されてきている今日の現状は、教科書および教授法が個別化、細分化し、学習者の  

多様性に具体的に対応しつつあるということであろう。   

現在、筑波大学留学生教育センターでは初級日本語教材を作成中である。従来使用してきた日本  

語初級教材Fにほんごのきそ』（1986）は、文法シラバスを中心に、文型・文法を導入するための  

会話、文型練習などから構成されている。数年に渡り使用してきたが、次のような問題が生じてき  

た。  
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① 形態的・統語的な規則といった文法の学習が中心となり、伝達能力1ト育成には、結び付かな  

い。  

② 学習者の思考スタイル、および破らが母国で受けた第二言語の学習スタイルによって、学生  

の一部は、文法シラバス中心の言語学習に対して不適合を起こし、学習動機や学習効果が減  

少する。2〉   

以上のような問題点の反省に立ち、筑波版初級日本語教科書の作成中なのであるが、この新しい  

教科書作成の基本方針は、限られた時間内でコミュニケーション能力の習得と、言語知識の学習の  

可能性の両立を目指したものである。後節で具体的に述べるが、特徴として次のようなものがあげ  

られる。  

① 文法シラバスから、場面・機能シラバスヘ。  

② 文型■文法導入の会話でなく、学習者と同年代の日本人が話す自然に近い会話。  

（卦 練習は、パターンプラクティスを離れ、コミュニカティブな練習やタスク型の練習も行う。   

更に、今回の教科書作成で特徴的なことは、教科書を核にその周辺の教材システムの開発である。  

当センターでは、既に、初級日本語授業の一部にマイクロ・コンピュータを導入して学生の個別学  

習を行い、かなりの成果をあげている。しかし、現在のプログラムは、コンピュータの持つ可能性  

を充分に発揮させているとはいい難い。だが、今年度、筑波大学教育棟器センターとの共同開発に  

よって光ディスクよる日本語CAlプログラムの試作版3）が開発され、日本語教育に映像とCAl  

の結合という新しい可能性が開かれた。このように我々には、日本語を教える手段として教科書だ  

けでなく、新しい教育機器を媒介とした教材も手に入れることが可能となってきているのである。  

CAIプログラムや映像教材に関して、今まで日本語教育の見地からの有効性の検証は充分に行わ  

れているとは言えない。新しい機器の持つ特性を充分に活かす教材の開発と教科書を核とした教材  

群のシステム化を図らなければ、学習者にとって経済的かつ有効な指導は行えないであろう。   

我々の課題は、日本語教授理論の研究や教科書作成に留まることなく、多くの可能性を持つ教育  

機器を媒介とした教材群の開発とシステム化である。換言すれば、日本語教育という言語教育と教  

育工学の結合が新たな研究対象の領域として広がってきたのである。   

本論では、初級日本語教科書の開発を軸に、言語教授理論と教育工学の観点から検討して行く。  

Ⅰ．言語教育における教授一学習理論について  

一般に、教育学では、授業の構成要素として、教師、教材（教育媒介システム）学習者の3つが  
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考えられる。授業の中核をなすものは、教師と学習者の間で行われる情報の相互伝達、すなわち教  

授学習過程（teaching－1earning process）りである。坂元昂（1975）は、教授学習過程が下図の  

8つのステップから構成されるとしている。  

Liト1  

教授学習過程の仕組みについての、坂元の説明を要約する。  

（D教育経験に基づき教材・教授法の研究を行い、ある単元で学習者に教授しようとする具体的な   

教授目標のリスト教授内容を設定する。シラバスの作成。  

（を教師は、学習者に教育目標に到達させるために必要な情報を送り出す。  

③学習者は、教師からの情報を以前の経験を参考にしてどんな情報が伝わってきているのか、そ   

れがどんな意味をもっているかを受け止める。  

①学習者は、判断、推論、照合したり選択などをする。  

（計隙鞭処理の結果を反応によって表出する。考えたことを実行に移す。  

⑥学習者の反応に対する教師の診断あるいは情報受容。  

⑦学習者の反応と教授月標としてあらかじめ学習者に形成しようとした行動を比較して、両者の   

ズレの種類・程度を知り、またズレの程度が次第に小さくなってきているかどうかを判定する。  

⑧教師のKR情報提示。KRとは、「結果の知識」（Knowledge of Resurlts）フィードバックに   

あたる学習心理学上の用語。KRによって、学習者は自らの反応の結果を知ることが出来る。  
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この8つのステップの繰り返しが教授学習過程であり、坂元は教師と学習者の間の情報の「行って、  

帰って、また行く」という流れを教育工学の研究課題としている。   

言語教育においても教師と学習者の間の情報の流れほ同様なステップを繰り返すことによって学  

習が進展して行くと考えられる。普通、言語教育では、「提示→練習→転移→評価（フィードバッ  

ク）→提示」という表現をするが、図－1と同一の流れであると考られる。しかし、言語習得理論  

および教授理論は、数多く存在する。それは、言語を学ぶとはそもそも何なのかということに関す  

る解釈の違い、つまり、言語の形態・統語的な知識を獲得することなのか、言語を使って伝達する  

能力を身につけるのかといった定義が違うことによるものであろう。従って、それらの理論によっ  

て図－1の各ステップの解釈および分析が異なるのは当然のことである。   

以下、図rlの教授一学習理論を基礎にして、OralApproach、CommunicativeApproach、Natural  

Approacb を比較検討することにより、各理論の特徴を明確にして行く。  

1．OralApproach  

この指導法はアメリカ構造言語学と行動心理学の理論にもとづいたもので、その基本的な考えは  

以下のものである。  

（D言語行動は、社会習慣的な行動である。  

②言語は記号体系である。  

③言語の構造は言語を構成する要素間の対立関係に立っている。  

（む言語の習得は、習慣的形成である。  

図－1を参照しながら、OraトApproachによる教授一学習過程を検討してみる。  

① 目標・内容  

目標言語の構造を分析し、その要素を抽出し、難易度の低いものから高いものへと構造化  

し、その各項目を教授目標と決めるという教師側の情報処理が行われる。  

② 情報提示  

学習項目のシラバスに従って「易から難」という提示を繰り返す。提示される情報は、文  

脈から切り離された言語の文型・文法という形である。  

③ 情報の受容  

図－1の②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧過程つまり、刺激→反応→強化の繰り返しの練習で、   

主にImitationとRepetitionを通して学習者に行動変容（転移）が起こり、新しい言語習慣  

を形成していく。  
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（D 評価  

教師は、提示した項目を学習者が誤りなく反応したかをつねに判定する。   

「誤り」は常に訂正され、学習者に返きれる。   

形成評価および学習項目の到達度をテストすることによって定量的な評価も可能である。  

このapproacゎに対する主な批判をまとめると、次のようなものである。  

①学習者は機械的に、情報を受容し反応するので、文の意味を理解していなくてもただ反応し   

さえすればよいということがおこる。  

②学習者は、コミュニケーションから分断された文法項目を練習する。従ってそれは、必然性   

のない文であるから無意味である。  

③構造を体系的に数えることは、体系の整享削こはなるが、運用に役に立つように整理したこと   

にはならない。   

これらの多くの批判にも関わらず、日本語教育において文法クラスのドリルは、OralApproach  

に基づいたパターンプラクティスが主流であろう。現に、我々も教室の中でこの方法を用いて活用  

練習などの形態を定着させたり、変形操作で置き換え練習、拡張練習などの方法を行っている。し  

かし、単なる繰り返し練習を避けるために対話式の練習を加え、学習者に文脈や場面を与えること  

によっで運用力を育成する様々な工夫を行っている。だが、如何に文脈の中に、文法項目を組み込  

んで練習を行っても、学習者の伝達能力は、定着しない。  

2・Communicative Approach   

OnralApproachの形態的構造的な学習に対する批判として、コミュニケーション穫能を重視した  

Approachである。OralApproachに関しては、Wilkins（1974）を初め数多くの文献があるので、  

ここではそれに触れずにおく。先にあげたOralApproachと、教授一学習過程でいかなる点が相違  

するかを再び国－1を参考に検討する。  

①目標・内容  

言語の伝達内容すなわち「意味内容を中心とした」概念、機能、場面、話題などについての   

シラバスが組み立てられる。言語を分析して、構造化すると言うことでは、OralApproachと   

同じであるが、OralApproachと違って、その構造化は、固定的、平面的でなく機能の構造と   

場面の構造が交差するようなこともある。言語の形態的・統語的な面と同様に機能的な面にも   

関心を払うことがOralApproachと異なる。教授目標を決定するとき、重要なことは、学習者  
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の目標を基準にする学習者中心のシラバスである。この点が、言語構造を分析することで教授  

目標を決定するOralApproachとは、異なっている。また、OralApproachが構造分析という  

1元的なシラバスであるのに対し、Johnson（1984）は、以下のような「多元的シラバス」の  

可能性を示唆している。   

シラバス編成の原則としてある項目を選定しなければならないと述べたが、これは必ずし  

も厳格に守らなければならないと言うのではない。項目の選定の基準を余りにも頻繁に変え  

て学習者を混乱させるようなことさえしなければ、一つのコスの中でその項目の選定基準  

を適宜変更しても差し支えないと考えられる。場合によっては機能中心の一連の指導単元に  

沿って授業を進める中で、各種の文法項目を教え、そのためには、これらの文法項目に焦点  

を合わせ、文法構造全体の中での位置づけを明確化する文法中心の指導単元があるというよ  

うな興味深いコースも考えられる。あるいは、コースの一部は、ある場面に適した言語形式  

に集中し、またある部分では械能を重視した言語指導に集中すると言った教育的配慮も行う  

こともできよう。   

このジョンソンの「多元シラバス」に関する提案は、ComunicativeApproachで学習した学生は、  

言語の運用はできるが、「正確さ」という点では、いつまでも問題が残り、構成力がつかないとい  

う欠点を補うものとして、我々のシラバス選定においても有効である。  

（歪 情報提示  

ある言語機能を学習する際、その学習に必要な言語をなるべく自然な形か自然に近い状態で  

提示する。そうすることによって文脈に沿った言語活動全般が行われ、その活動のなかで学習  

の中心となる項目を選択する。   

③情報受容  

伝達機能を中心に提示し、その項目がドリルされる。いわゆるコミュニカティプな練習によ  

って、言語の意味・機能を受容する。   

④評価  

「言語能力の正確さ」と「伝達能力の適切さ・流暢さ」の相関が問題である。Communicative   

Approachにおいては、正確であることと伝達する能力とは一致しないのである。言語能力が高  

〈ても、充分に伝達できないことは、しばしば起こる。伝達する能力ということに関しては、  

文法的に正しいという以上に多くの複雑な能力が必要である。会話の場面での技能を考えると、  

話し手と聞き手の人間関係や役割の把握、話し手の伝達目的に適合した機能の選択、場面・話  

題・文脈などにふさわしい言語形式を選んでいるかなどといったいくつかのレベルに関するも  

のが必要となる。  
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言語の知識がどのくらい分かっているかを評価するには、定量的な評価法で測定することが  

できる。しかし、先に挙げた言語の伝達能力ということに関しての評価を定量的に測定するこ  

とほ敬しい。教師の主観的な評価が主で評価の客観性という点では、まだ充分でないのが現状  

である。  

3．NaturaIApproach   

NaturalApproachは、KrashenとTerrell（1983）によって提唱された第二言語習得理論である。  

次の5つの仮説をもとに理論を展開しているので、初めにそれを概観する。  

1）習得一学習仮説   

習得（aquisition）と学習（1earning）の2つに区分し、次のような対照表で、その特徴を要約して  

いる。  

習得一学習の区別  表－1  

習  得   学  習   

・子供の第1言語習得に類似   ・言語の形式的知識   

・言語を拾い集めること   ・言語「について知る」こと   

・無意識的   ・意識的   

・潜在的知識   ・顕在的知識   

・形式的教授が役に立たない   ・形式的教授が役に立つ   

2）自然順序仮説   

文法構造が予測可能な順序で習得され、言語習得には、どの人にも共通に見られる類似性が見ら  

れる。この仮説に関して、多くの実験が行われ、それらの結果の示すところは、困難度の順序と習  

得の順序とのあいだに類似性があることが確かめられているn  

3）モニター仮説   

Krashenによると、言語学習は第2言語の伝達能力の育成に重要とはいえないとしている。第2  

言語で文を発話するときに、習得の機能を使い、変更訂正をするときにのみ学習機能を補足的に使  

用しているだけであるという考えである。   

この学習の補足的な機能をモニターと称し、このモニター機能は以下のような制約を受けている  

ということである。  

－99一   



（D第二言語話者は発話前に発話文を点検する時間が必要である。  

②話者は、訂正することを意識していなければならない。  

（卦規則を知っていなければならない。   

教室外で、学生と雑談をしているとモニター過剰な学生は、常に自分の発話を文法規則でチェッ  

クしていて、発話のスピードが遅く、恐る恐る日本語を話していることがよくある。談話の涜れを  

妨げないで適切なときにモニター出来る能力こそが必要だと言える。  

4）インプット仮説   

現在の習得レベルより少しレベルの高いインプットを理解することによって言語を習得していく  

という仮説である。このインプットで効果的なものは聴解力と読解力であり、効果的なインプット  

で力をつけた後、発話は「自然に表出する」ものだという。Krashenは、インプット仮説について  

以下のように要約している。  

①インプット仮説は、習得に関係があり学習には関係無い。  

②現在の能力レベルより少し高度の言語を理解することによって、習得が起こる。そして、状況   

が言語理解を助ける。  

③話し言葉の流暢さは、徐々に生まれるもので、直接教えられない。  

④インプットは、目標言語に対する学習者の能力を［り とすると、学習者に与えるインプット   

は［i＋1］4）の言語材料を含んでいることが必要である。  

‾r’This hypothesis states simpLy that we acqllire（notlearn）1anguage byllnderstanding  

input thatis alittle beyond our e11rrentlevel of（aquired）competence．  

（Krashen＆Terrel1983）  

5）情意フィルター仮説   

この仮説は、「第二言語習得の成功に影響を及ぼす態度的変数は、一般に言語習得に直積関係す  

るが、言語学習に必ずしも関係しない」というものであり、学習者が理想的な学習態度で、言語を  

受け入れるとき、情意フィルターが低いと言うことである。学生の態度によって、上達度が違って  

くるという現象は、多くの教師が経験することである。教師は、情意フィルターが高い学生を、い  

かにして、リラックスさせ、言語に対する学習意欲を高めることができるかという研究も教授技術  

と同時に必要なこととなる。  

再び、教授学習過程の図－1を参考にして他のApproach といかなる点で異なるかを検討する。  
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庄）目標 内容  

教師は、学習者を取り巻く言語を分析せずに、総合的に現実に近い姿で与える。「豊かな言  

語材料は、教授者がその限られた分析的知識に基づいて抽出したものとは異なって、言語の持って  

いる様々なシステムがその全体として含まれている。」（古川ちかし1986）つまり、言語を分析  

したり、難易度による並べかえを行なわずに、生きた言語を学習者に与える。   

②情報提示   

数師は、現実にある言語を学習者に下記のようにして提示する。  

t多量の自然なインプットを学習者に理解可能なものにする。  

一発話を強制せず、学習者が教室で自分自身であり続けることを可能にし、インプットが吸  

収されやすい環境を作ること  

・参加している学習者の意識、関心は言語の形ではなく意味に向かうこと   

③情報受容  

教師によって与えられた理解可能な情報を学習者は多量に「シャワーを浴びるごとく」受容  

する。   

①評価  

「学習者のおかす文法的な誤りの訂正はあまり意味がない。」ということである。この点を  

もう少L、考えてみよう。我々は、学習者の「誤り」を根拠に、言語知識が定着したか否か  

を判断している。しかし、「誤り」がないことと、言語を習得したこととは、直接結びつか  

ないというのがⅩrashenの考えである。学習者が言語を学習するとき下の図のような過程で、  

言語の情報を処理している。  

言語習得機構 同一2  

仮説を立て、検証し修正するというプロセスの中で誤りを避けることが出来ない。それは、  

言語の習得にとって不可欠なことであり、規則上の誤りをおかさずに言語を習得することは  

不可能であるというKrashenの考えである。更に、教師が誤りのひとつひとつを訂正しても、  

学習者の全ての誤りを回避することは出来ない。それよりも訂正することに依って学習者に  

与える心理的な負の効果が学習の効果を減少させることにつながると言うことである。（情  
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意フィルターが高くなる）   

従って、NaturalApproachにおけるテストは、言語能力より伝達能力に焦点を当てたもの  

になるであろう。しかし、CommunicativeApproachの評価に関しても述べたが、伝達場面で  

の学習者の言語使用能力を測定することは、困難なことである。Krashenは、NaturalAppr  

oachにおけるテストの役割について以下のように述べている。  

「言語の習得活動を促進させるようなテスト」であり、「テストをすることで、学習者が理  

解できるインプットをいっそう身につけ、意識的にテストに備えようし、教師はそのような  

インプットを与えるようになるのがよい。」（1986）また、初期の段階でのテストは、「発  

音、形態構造、統語法のテストよりは、特定の状況での相手の意志を理解したり、意志の交  

流を測ったりする能力を評価するテストが望ましい。」としている。   

以上、主な教授理論に関して概観してきた。OralApproachやNaturalApproachにおいても、決  

して言語知識の学習を否定しているわけではないが、その指導で、何をどのように、どのぐらい指  

導するのかという具体的な方策に関しては明確だとは言えか－。「適切なモニターカをつける」の  

に、多量のインプットを与えれば可能であるかもしれないということは、感覚的には納得できるが、  

限られた時間の中でそれが果して可能なのであるか。我々は、その「多量」がどのくらいかという  

データをまだ手にしていない。言語知識の学習より言語の習得を目指す教授法に焦点を当てること  

は、逆に失敗につながるのでははないかという気がする。   

我々が「筑波版初級日本語』を作成しているなかで問題になっているのも、まさにこの間題であ  

る。学習者の目標、限られた時間という条件の中で伝達能力だけでな〈、言語能力をつけなけれぼ  

ならない。どのような機能を学習項目としたら良いのか、形態的・構造的な学習はどのようにすべ  

きかが問題となっている。上述した2つの理論を踏まえ、我々が立たされている問題を解決しなが  

ら、新しい教科書の作成を日ざしている。  

Ⅱ 『筑波版初級日本語』に関する問題  

我々の教科書の目的は、「ある限られた時間のなかで、伝達能力、言語能力をともに向上させるた  

めのもの」ということである。以下、現在作成中の F筑波版初級日本語」に即して検討して行きた  

い。   

まず、今まで使用してきた『きそ にほんご かいわ』（1986 筑波大学留学生教育センター作  

成）について簡単に触れておく。   

文法項目積み上げの教科書で、シラバスは r日本語の基礎j（海外技術者研修協会発行）に準じ  

ている。会話の部分だけ筑波大学の学生用として改めたもので、場面、話題、語彙などが大学留学  
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生用となっている。テスト、クイズ 漢字副教材・CAI用教材などの副教材も作成。問題があり、  

使いにくい教科書であっても、副教材がだんだん揃い、使い方にも慣れてくるとなかなか捨てがた  

いものである。それに、教科膏に多少問題があっても教師の工夫によってある程度のところまで学  

生の力はついてくる。「教科寮を教えるのではなく、教科書で教える」ということの逆説的な成功  

例である。  

前節で簡単に触れたが、問題点をふたたび整理してみると次のようになる。  

1）会話は、文法項目を学習するために作られたものなので、日本語として不自然である。  

2）文法項目のシラバスあるいは文法練習は、各課で個別的に学習するだけで、繰り返しながら積   

み上げるという視点がないので、文法積み上げのシラバスであるにもかかわらず学習者に構造   

の体系が出来ない。  

3）教科啓、CAI用教材、漢字練習、それぞれが全体的な見通しのなかで作られた物ではないの   

で、個別的になってしまう。   

この様な問題を、新しい r筑波版初級日本語j でどのように解決して行くかが我々の出発点であ  

った。以後、教科書の内容に関する問題、およびコース全体の中での教科書の位置づけと言うこと  

から検討して行きたい。  

Ⅱ－1『筑波版初級日本語』の作成意図と構成  

コース全体の中での位置づけ：  

初級日本語集中コースでの500時間の学習時間の中で、最初の250時間ぐらいでで  

学習出来る教科書であること。コース後半の、専門書の読み、ゼミでの話しを聞き  

自分の専門に関して日本語で話せる能力をつけるための基礎力をつける教材である。  

会話基本方針：1）伝達能力の習得と同時に言語能力の学習を目指す。従って、教室での学習活動は  

何等かの意志伝達のために行われなければならないのと同時に、言語知識に関す  

る練習も行う。  

2）大学生活で留学生が出会うであろう場を選び、必要度や頻度が高いものをから先  

に学習していく。  

3）日本人学生であったら話すであろう「自然に近い日本語」をモデルとして与える。  

ここで自然に近い日本語には、次のような形態的な特徴がある。  

①「ます形」で始めるのではなく、現実の話し言葉では、人間関係によって言葉  

のレベルを変える操作を行っている。この、言葉が人間関係を反映していると  

一103－   



いうことの認識のためにcasualform も常に提示しておく。5）   

②助詞や動詞の省略などが出現する。学習者は、話言葉と書き言葉は違うという  

ことを認識することが必要である。  

4）登場人物を外国人留学生にするのではなく、日本人学生が主になる。H本人学生   

を登場させると場面によっては外国人に必要な言語行動が何であるかがわからな   

くなる恐れがあるので、その場合には、外国人を登場させる。  

5）コミュニケーションにおいて、何らかの困難な状況に出会った場合どのように解   

決していくか、日本人との心理的な摩擦をどのようにさけてお互いの意志を伝達   

するかなどというコミュニケーションのストラテジーに関する解説、練習を含め   

る。  

文法基本方針：1）大学院や研究機関で研究を続けるために、学生は、専門書を読む力、日本人研究  

者、指導教官からの耳による情報の収集が必要である。このような言語活動に必  

要な能力を伝達能力に焦点をあてた教授法だけで育成することは時間的に制限が  

あり、効率的ではない。従って、初期のうちから言語能力を育てる必要がある。  

だが、学習項目の提出順序は、「自然な日本語」に表れて〈るものを優先し、学  

習者が混乱しないように配列したものである。  

2）話し言葉から書き言葉へという順序で学習する。そのために文法ノート及び文法  

解説書を作る。  

3）話し言葉では、主語や述部及び助詞の省略があって日本語の構造が見えにくいの  

で、学習段階の初期から会話文の「報告文」という形で関係を明確にした文を学  

生に提示する。  

4）自然な会話の文脈から言語要素を取り出し、練習はするが断片的にならないよう  

にコミュニケーション要素を含んモいる方法を探す。  

5）学習項目は、何度も繰り返し学習させ、異なった視点からの学習によってインプ  

ットを多くする。  

練習基本方針：1）会話練習は、伝達能力を高めるために行う。CommunicativeApproaehの方法を使  

う。各課で3－4の伝達機能を取り出し練習し、同時にストラテジーの練習も加  

える。  

2）文法練習は、場面を明確にしたり、学生を場面に参加させるようにして単なる機  

械的な練習にならないようにする。NaturalApproachの「多元的シラバス」の考  

えを参考にする。  

しかし、形態的な練習をどのようにするか。やはり繰り返しの口頭の練習が必要  
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であると思う。  

3）タスク練習は、会話練習、文法練習の後に、何等かの行動目標達成のための練習   

を行う。（読解および聴解を中心）  

4）「多量のインプット」を与える意味で、その課の内容に通した補助的な聴解予習   

テープを作成する。  

5）言語形式の操作だけでなく、イラストなどを使って、学習者の推測力、予測力、   

創造力を活性化する。   

このような基本方針であるが、実際に具体化し教材化していくと、様々な問題が生じて来る。第  

5課の例を見てみよう。「分からないことを聞く」という課である。り  

アリ：あのう、ちょっとすみません。  

学生：はい。  

アリ：掲示枚にこれがはってあったんですけど・・・…  

学生：ええ、  

アリ：この字なんて読むんですか。  

学生：ええと、これね。宅急便ですよ。  

アリ：たっきゅうぴん？  

学生：ええ。あの荷物を届けるサービス。  

アリ：ああ、分かりました。  

＊  ＊  ＊  ＊  

アリ：で、なんて書いてあるんですか。  

学生：けさ、あなたに荷物が届いたから、事務室へ  

取りに果てくださいって。  

アリ：事務室って、宿舎の事務室ですか。  

学生：そう、あそこですよ。  

＊   ＊   ＊   

アリ：あのう、これは。  

学生：それは、宅急便の会社ですね。  

アリ：これ、日本の会社でしょう。どうして  

かたかなで書いてあるんですか。  

学生：ううん。困ったな。よくわかんないな。  

アリ：じゃ、いいです。  

どうもすみません。  
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学生：いいえ。それじゃ。  

アリ：どうもありがとうございました。  

下線は、会話練習での学習項目  

太字は、文法の学習項目  

第5課における伝達機能に関する学習項目は、以下のものがあげられる。  

1）分からない字の読み方を聞く   

2）分からない内容を聞く   

3）「～んですけど……・＝」という表現に依って話し手が聞き手に前提となる情報を提示する。   

4）「－んですか」による説明要求   

5）聞き手が説明することが難しくて困っているときの話の打ち切り  

次に文法の学習項目を見てみると次のようなものがあげられる。  

1）辞書形の導入  

2）て一形の導入（～てください）  

3）～んです  

4）Nって／と（読む／書いてある）  

5）このN／これ  

6）－けど………（文末）   

問題は、「自然な会話」をもとにしたテキストの中で、当然のことであるが、Krashenのいうイ  

ンプット仮説の「i＋1」が、「i十2」「i＋3」にもなるのである。このことは、学生の情報  

受容能力に幅があるので、教師の処理次第で学生には有効であるかもしれない。そこで托々は、習  

得ということに焦点を当て、未習の文法項目は学習しやすいように選定し、順序づけることにした。  

そして、そこで学習するにはまだ早すぎると判断した項目に関しては、「会話ノート」で説明のみ  

にととめ、発話練習を強制することをせずにアウトプット出来るまで、日本語のreadinessが熟成  

するのを待つことにした。   

この文法項目の選択と順序付けは、従来のOralApproachでの文法項目積み上げ方による構造化  

とは異なる。・あくまでも、伝達意図の習得に焦点があるのである。OralApproachの学習の問題点  

は、言語の構造を言語伝達から切り放すこと、学習項目を選択しその構造化を図ることで、現実の  

文脈から遊離した練習を強制することであったが、今回の我々の項目の配列は、あくまでも伝達意  

図を重視した、学習項目の要素の配列を行っている。   

だが、実際「自然な会話」を書き、そこから学習項目を選定する作業を行ってみると、伝達能力  
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のために、有効なシラバスが出来るかもしれないが、学習者の最終目標である「専門書を読み、専  

門の知識について話すことができる能力」をつけるには言語知識の能力の不足が目だつ。そこでど  

うしても、文脈から離れた文法練習を追加しないわけにはいかなくなった。その解決方法として、  

読み教材のr報告文』という形で自然な文脈に入れて、練習させることにした。   

その他の、解決策として、文法ノートで体系的な形態・統語規則の解説をおこない学生の言語知  

識の助けとなるように配慮している。   

更に提案したいのが、本論の大きなテーマである、コンピュータの活用である。  

コンピュータによるCAIは、言語知識を学習するのに有効な手段であり、実際我々は過去の経験  

を適し、言語知識の定着にかなりの成果をあげているのを知っている。そこで次節において、言語  

知識のためにCAIプログラムを如何に構成して行くかについて検討することにする。  

Ⅲ 教材としての教科書とCAI   

広い意味での教材とは、教師が学習者に教授活動を行う際に、学習効果を高めるために使用する  

もので、教師は教材を媒介として教授活動を行う。言語の学習で普通用いられる主な教材は、教科  

書、ワークブック、音声テープ、フラッシュカード、OHPやVTR用の教材などである。又、当  

センターでは、文法・漢字のCAIプログラムを作成し、授業の一部に組み込んでいるので、コン  

ピュータの教授データも教材の一つと考えてもいい。だが、CAIが他の教材と違うのは、音声テ  

ープなどが媒介的なものにすぎないのだがコンピュータによる教授は、プログラムの作成次第で教  

師にかわって教授一学習過程の一連の流れを行いうることである。  

教師  学習者   C AI  

教授学習過程における、コンピュータの役割について整理してみると、次のようになる。1）学  

習の個別化  
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2）学習の効率化  

3）大量な情報の処理  

4）コンピュータでなければ不可能な場面を提示できる（シュミレーションなど）  

5）教師と学習者の相互作用を強める   

現在、当センターで使用している文法プログラムは、残念なことに上述のCAIの役割を果たし  

ていなし、。上述したコンピュータの役割の中で、最も効果があると思われるのは授業の効率化であ  

り、学生の多様な能力に対応した個別化を目指したプログラムの開発までには至っていない。更に、  

文法の学習項目を有機的に結び付け、学習者が言語知識を体系化できるようになっていない。先に、  

日本語の構造・形態的な学習は、コンピュータにまかせて学習者の知識的な理解を育成することを  

提案した。そのためには、OralApproachの基礎となった構造主義的な言語要素の抽出とは異なる、  

伝達能力育成のための言語要素の抽出とその配列が必要となって来る。   

具体的に「～て形」について検討する。先に「筑波版初級日本語」の第5課であげた会話文で、  

初出する「”てください」から、15課で「～てある」の一連の補助動詞を構造化した場合につい  

て考えてみると次ページのようになる。  
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「～ている」「～てある」の構造化  

自動詞・他動詞の系列  
動言司の意味的な区分からの  「～て形」の系列  

テンス・アスペクトの相対的な  
系列 （時の従属節を含む）  
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園について説明する。 「”てある」が理解できるという学習目標に至るまでを、次のような3つ  

の柱を立てた。つまり、①自他動詞の概念の系列 ②動詞の意味からの系列 ③テンス・アスペク  

トの系列（時に関する従属節を含む二）である。  

更に、その学習目標が形成される以前に形成されていなければならない基礎的な下位の行動目標に  

分析し、その間の関係を失線で結んだものである。   

図を見て分かるように、各要素に至る失線は、複雑で直感的ではない。そこで、ISM教材化の  

手法によって構造化する方法を検討してみた。構造化をするためのコンピュータのソフトウェアー  

が市販されているが、筆者は、まだコンピュータをつかって分析するまでには至っていない。そこ  

で、概観のみにとどめ、コンピュータを使っての分析は今後の課題にしたい。   

教育工学では、教材（学習項目）のシステム化ということが研究課題として重要な課題である。  

日本語教育においては、OralApproachにおいての文法シラバスが言語要素の構造化の一例である  

が、配列の根拠となっているものは何であるのか明確ではない。「易から難」へという配列で考慮  

されているが、学習者にとってなにが易しいのか、難しいのかという判断は、教科書作成者の主観  

的判断に依っている面が多いのではないか。今回、筆者が提案する構造化は、「自然な会話」に出  

て来る伝達意図を基礎にに、そこにでてくる形態・統語規則の構造化を目指すものである。 以下、  

ISM教材構造システムの概念を中心に考察してみる。  

ISM（Interpretive StrueturalModeling）手法とは、社会システム工学において開発されたシ  

ステムの構造モデリング法のことである。（佐藤1980）   

言語の構造は、複雑なシステムである。これを構造的に把握しようとすると、要素間の関係が複  

雑で容易に把握できない。この複雑な構造を要素に分解しその取り出した要素を改めて組み合わせ  

て系統化、階層化の方法で総合化していく手法である。総合化してい〈段階で教師の「自主性・独  

立性」あるいは、経験に依って蓄積された勘が反映されている。   

このISM手法を使って言語教材を構造化することによって、CAIプログラム教材の内容が有  

機的に結ばれ、学習者の言語知識の理解が構造化される。  

今回我々が作成している教科書は、伝達能力と言語知識の育成を目標としている。伝達能力をつけ  

ると言語知識がおろそかになり、言語知識をつけると、伝達能力が育たないという欠点を補うため  

には、ISM手法で構造化したCAI教材を使用し学習することは有効な手段であると考える。   

構造化の方法として、佐藤隆博（1980）は、次のような手順をあげている。  

① システムを構成している要素を抽出（要素に細分化）する。  

（∋1対比較法によって要素間のの関連づけ（上下・因果・前後関係など方向性をもった関連付け  

を行う。  
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③ 全要素の関連構造をネットワーク状の有向グラフとして視覚的に判読しやすい階層構造図に描  

く  

④ その措いたネットワーク図を見て要素間の関連付けの部分的な修正や追加を行う。場合によっ  

ては、要素の細分化を見直す。そして階層構造図を措〈。  

要
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間
 
の
 
階
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的
 
系
 
統
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を
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て
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改
 
変
 
 

指導順序の決定  

図－3   
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（a）   

辺の交差の多い   
構追チ十－ト  

各レベルの要素配眉  

は左から番号の苦い胴  

㈲  
垂心法により交差を  
少なくした構造チ十－ト  

（C）  

CS系列法適用後  

の構造チ十－ト  

⑳の順序を図の  う
 
何
 
 て
 
 

構造が把握しやすい   
に配置することによ  

の構造チ十－トに比べ  

交差が少なくなる  

全体檎遥が読み取りやすいチ十－トを作成  
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この様な過程を経て、最初に作られたチャートは、先にあげた「－てある」の構造図のように複雑  

である。それをコンピュータによって次の図のように全体構造を読み取りやすくしていく。   

本論は、ISM手法による文法項目構造化の方向づけのみで終わっているが、学習者にとって有  

効なCAIプログラムを作成するためには、ISMの手法を使った構造化とその有効性の検証が重  

要な課題であると考える。   

CAI教材によって、言語知識の学習と定着を図り、教科書を中心にした教室作業によって伝達  

能力育成の練習およびそのとき必要な文法項目の口頭練習をすることによって、言語の習得を伸ば  

していこうと考えるのである。  

Ⅳ 今後の問題点と課題   

学習者の伝達能力を伸ばし、同時に限定された時間内に言語能力を育成できたという経験をもつ  

教師は数少ないであろう。これは言語教育に携わる教師にとって見果てぬ夢の部分なのであるかも  

知れない。しかし、現在はコンピュータを初めとして様々な教育機器が開発され、教師が機械では  

なくまさに人間であるという有利な点を生かせる環境にある。「教室では習得を、学習は機械にま  

かせる」といった提案をした。今後の課題としては、コンピュータを使って学習項目間の構造化を  

行い、実際にその有効性と結果を検証して行くことである。   

この構造化の必要性は、必ずしもCAI学習だけのものではない。以下の2点で簡単に触れ、今  

後の課題を提起し、本論を終わることにする。   

第1は、最近学習者が来日前に日本語をある程度学習してくることが多くなってきている。この  

傾向は、日本語にたいする必要性が増えればさらに多くなることだと思われる。しかし、我々には  

学習者の能力を測定する確かな方法はまだない。教師の経験と勘によって学習者の能力を推定し、  

不十分な点を補っている。  

つまり、経験により先にあげた構造図を上から下へと下降しながら学習者の日本語能力を評価し測  

定しているのである。だが、それらの多くは、教授経験の中で生まれてきたもので勘に頼る面も多  

くない。ベテラン教師の経験と勘は、重要なものであるが、それを客観化し、誰もが分かるような  

ものも必要である。そのためにもこの言語構造の構造化は、重要な役割を果たせるのではないかと  

思う。   

第二は、我々が現在作成しているような教科書、すなわち文法と機能が並列されて提示されてい  

る教科書－を学習する際、学習者に自分が全体のどの部分を学習しているのかという全体構造が見  

渡せる地図が必要となる。そのようなとき、見知らぬ町を歩くときに必要なガイドマップのような  

役割を持つ構造図は、学習者がもつ「自分はいまどこにいるのかわからない」という不安を取り除  

くために必要なものであると言える。  
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＜こi．＞・  

1．言語能力とほ、言語の形態的・構造的知識を指す。伝達能力とは、コミュニケーションに必要  

な言語の意味的・機能的側面のこと。言語能力は学習によって、伝達能力は習得によるとする  

Krashenの意味に近い。  

2．学習者の教授法に対する不適合に関する研究は、まだ当センターにおいて充分な分析が行われ  

ていない。一般的に言えることは、欧米系の学生は、コミュニカティプな教授法に、一方、ア  

ジア系の学生は文法シラバス中心の学習を好む傾向がある。  

3．「筑波版初級日本語」においても、教科書に準じた光ディスクによるCAIを最終的に作成す  

る予定である。  

4．現在では「教授」（instruction）が一般的であるが、教師と、学習者が相互作用的に参加する  

過程を明確に理解するために「教授一学習過程」という表現を用いる。  

5．発話させるのは、後半であるが日本語のreadinessが出来るまでcasualformをインプットし  

てお〈と言うことである。  

6．第23課までを、会話班（渡辺恵子を中心に、加納千恵子 西村よしみ 戸村佳代 酒井たか子  

大坪一夫）によって試作した。  
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